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東京丸の内ロータリークラブ 

 

第５１回 例会議事録 

 

卓話：地区青少年交換委員会 

 委員長 藤本 誠一様（東京東久留米 RC） 

 

２０２０年５月１３日(水) 

 

  オンライン例会 

     

① プログラム 

◆ 司会進行    嘉納英樹 幹事 

◆ 開会宣言    尾崎由比子 会長 

◆ ４つのテスト  嘉納英樹 幹事 

◆ ビジター紹介  嘉納英樹 幹事 

【卓話者・ビジター】 

・地区青少年交換委員会 委員長 

 藤本 誠一様 （東京東久留米 RC） 

・クラブ青少年奉仕委員長 

俣野 幸昭 様 (東京お茶の水 RC) 

・クラブ副幹事 

 木宮 雅徳 様（東京お茶の水 RC） 

② 会長挨拶   尾崎会長 

 皆様ご機嫌いかがでしょうか？不安も抱えられ

て大変な毎日かと思いますが、ロータリアンとし

て今私達に出来ることをやっていきましょう。 

 

⑴ 新型コロナ感染拡大の中のロータリー活動に

ついて：国際ロータリー理事会の決定事項 

国際ロータリー理事会は、「会合の開催において

は、地元政府の推奨に従う」ことを地区に奨励しま

した。すなわち、政府の緊急事態宣言等を厳粛に受

け止めるという方針で間違いございません。また、

「ウィルス流行のため、出席したくないと感じる

いかなるロータリー参加者に対しても、直接顔を

合わせる会合や行事への出席が義務づけられない

ものとする」ということです。健康・安全が第一な

ので、例会に出席するように強要してはいけない、

ということです。 

 

⑵ 本日のビジターについて 

オンライン例会は今まで私達のみでやっており

ましたが、本日は卓話者として地区より講師の藤

本様をお呼びしました。また、スポンサークラブで

あるお茶の水ロータリークラブ様にも不躾ながら

お声かけさせていただき、せっかくなので青少年

交換についての知識を共に深めたいと思いました。

ご参加の俣野様、木宮様、どうもありがとうござい

ます。 

 

⑶ 現在進行中の３つの奉仕活動について 

東京丸の内 RC は今のところ一度も休会するこ

となく、オンラインを使って例会をしております。

その中で、現在３つの奉仕活動が進行しておりま

す。まず、手作りのフェイスシールド・プロジェク

トです。とりあえず小さいながらも私達に出来る

ことをやってみようということから始めた活動で

す。これに関しては古山会員の方からご紹介をお

願いします。 

 

（古山会員）フェイスシールドは事務局の桑原

さんの発案で始まりました。医療関係者を飛沫感 
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染から守るための防具で、これを身近にある材料

で作ることにしました。素人の手作りですが、医療

関係者が非常に有難く思ってくださり、それだけ

医療現場のひっ迫した現状がうかがえました。会

員のつてをたどって、例えば玉木会員や、新入会員

である髙木会員のお知り合いの病院および高齢者

介護施設の看護師さんたちにお送りしました。100

個分の材料を調達して、現在 73個を送付済みです。

非常に少ない費用で、皆さんの智恵とネットワー

クと少しずつの作業のおかげで、とても感謝され

ているわけですから、とても良い奉仕活動が出来

たなと思います。 

 

ありがとうございます。入会したての髙木会員

も早速ご活躍されています。また私達は千代田区

のクラブですので、千代田区のコロナ受け入れ病

院である九段坂病院にも寄付をしています。前回

の卓話者であり、次年度地区幹事の谷一文子様の

ご紹介で日比谷図書文化館にもお送りすることに

なっています。これからも、看護師さんや介護施設

など、フェイスシールドがなかなか届かない先の

サポートを中心に続けていけたらと思います。 

もう一つ「例会場応援プロジェクト」というのが

あります。例会場であるセンチュリーコート丸の

内では、９割の予約がキャンセルになっていると

いう状況です。そこで、現在の例会費用一人 4 千円

のなかから、オンライン例会参加者には千円をキ

ャッシュバック、残りの３千円はお食事券にして

皆様に還元し、コロナが収まってから皆様がお知

り合いと一緒に例会場に出向いてお食事して頂く、

という形で、例会場の収入を支えることと致しま

した。 

もう一つは、本年予定していた地区補助金を使

ったサイレントフットのプロジェクトです。こち

らは、予定していたイベントが中止され、別の形で

の実現も難しいということになりました。よって

地区補助金は地区にお戻しすることに、先ほどの

理事会で決定しました。戻ったお金は、地区でフェ

イスシールドを贈る資金に充てられるということ

ですので、返納金も十分に役立てて頂けます。ただ、

私共このプロジェクトのために購入したサッカー

ボールが 30 個あり、これらが行き場を失ってしま

いました。そこで、丸の内 RC 独自のプロジェクト

として、神田 RC の宮地様が代表を務められている

「親子はねやすめの会」にこのサッカーボールと、

感染を防ぐためのマスクをセットにして送る案が

理事会で決まりました。皆様からも何かご意見が

ありましたら、お寄せ頂きたいと思います。 

 

⑷ 5 月お誕生日お祝い 

今月は髙木元太会員がお誕生日です。おめでと

うございます。 

 

（髙木会員）ありがとうございます。２８歳にな

りました。引き続き皆様にはご指導賜りますよう

よろしくお願いします。 

 

今年度の例会は今日を含めてあと４回です。今

期中に皆様と直接お会いできるかどうかはわかり

ませんが、活動は進行しておりますので、ぜひとも

積極的に奉仕活動へのご参加をお願いします。 
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③ 幹事報告 嘉納幹事 

⑴ 午前中に行われた理事会の概要報告 

次回５月２７日の例会もオンラインの予定です。

卓話は神奈川県の竹本治様で、テーマは「１００歳

時代における働き方」です。6 月３日は、例会場か

ら卓話の可能性もあります。 

細則ですが、来週の頭には皆様の閲覧に供する

ことが出来ると思います。 

来期の例会スケジュールはこれから皆様にお送

りします。今期中にクラブ協議会を開いて、来期の

方針を詰めたいと考えています。 

 

⑵ 2020 年度の会費納入時期について 

パンデミックの中ですので、理事会で以下のよ

うな決議をしました。 

・会費は一括、分割どちらの納入方法も認める。最

初の納入期限は本来ならば５月末だが、これも 6月

15 日まで延期（一括、分割の初回とも）します。 

④ 出席報告  

会員数 10 名 ゲスト 0 名 

出席数 10 名 ビジター 3 名 

欠席数 0 名 出席率 100％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤卓話：「青少年交換   

プログラムについて」 

地区青少年交換委員会  

委員長 藤本 誠一 様 

（東京東久留米 RC） 

本年度地区の青少年交換委員長を仰せつかって

おります東京東久留米ロータリークラブの藤本で

す。よろしくお願いします。プロフィールはお手持

ちの資料の方をご覧ください。出身は静岡県の清

水です。父が農林水産省の役人でして、転勤族でし

た。その後転勤により、小学校５校、中学校２校に

通うという根無し草のような少年時代でした。東

久留米のロータリークラブには 2002 年に 42 歳で

入会しました。地区の委員会にも呼ばれまして、経

験だけは積んでおります。今年度の青少年交換委

員会の委員長をお引き受けした訳ですが、今まで

の地区委員会と比べて断トツにやることが多いで

す。本日ご出席の俣野さんも委員長経験者でいら

っしゃいますので、弱音を吐いてはいけないので

すが・・・本日の資料に今年度（当初）予定表をお

配りしましたので、そこでも分かると思います。た

だ、青少年交換事業は、RI の常設プログラムの中

で世界で最も認められているといっても過言では

ないプログラムです。その意味ではやりがいがあ

ります。これから世界を担っていくであろう青少

年の育成の一助になれるという実感があります。

本日は青少年交換プログラムの概要と、地区では

なにをやっているかということ、それと、丸の内さ

んはまだ交換留学生を受け入れたことがないとい

うことですので、その覚悟についてお話したいと

思います。 

丸の内ロータリークラブさんは 2018 年５月 28

日が認証状伝達式でしたが、私も東京ステーショ
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ンホテルの素晴らしい会にご招待頂きました。そ

の時に頂いた丸の内のバナーは大切に保管してあ

ります。 

 

 

それでは、青少年交換プログラムの概要につい

て資料に沿ってお話させて頂きます。青少年交換

プログラムは1929年フランスのニースで始まりま

した。その後ヨーロッパからアメリカに、ロータリ

アンの御子弟同士を留学させるという形で広まり

ました。RI の正式プログラムとして認められたの

は 1972 年です。札幌オリンピックの年ですね。

1974 年には RI の常設プログラムとして認定され

ています。 

 

まずは、青少年交換プログラムの概要について

です。 

青少年奉仕の常設プログラムは地区に４つあり

ます。 ①青少年交換プログラム、 ②インターア

クト（高校の部活のようなもの）、 ③ローターア

クト（18 歳～30 歳までの方達の活動） ④RYLA

（青少年指導者育成プログラム、学生や社会人を

将来の指導者として育成する合宿形式の研修。去

年沖縄で開催）。 

当地区では、今年の夏に派遣しようと思ってい

た学生達が第５６期です。これまでに 560 人近い

人たちを派遣しております。今年は１０人ずつの

交換になっています。昨今の会員減少に伴いまし

て減少傾向にあります。 

このプログラムの特徴は、他の留学（語学、特定

技能の習得など個々人の目的があっての留学）と

違い、ロータリーの国際奉仕の理念である「世界の

恒久平和」のために、次世代を担う若い人たちを育

成する目的の下行われるということです。2580 地

区におけるもう一つの特徴は、「行きたい国を選べ

ない」ということです。学生達は「どこへ行かされ

るかわからない」のです。何故かと言うと、希望を

取ると恐らく欧米に集中してしまいます。世界は

それらの国だけで動いているわけではありません。

なるべく多くの国に東京から学生を送りたいとい

うことです。希望を取ってそれがかなえられない

と、学生もがっかりしますので、あえて選べないよ

うにしています。我々は派遣される学生達のこと

を「小さな親善大使」と呼んでいます。15～18 歳

くらいの学生が、行く前はまだ「お子さま」のよう

ですが、帰国時のスピーチを聞くと、たった１年で

も素晴らしい成長ぶりを見せてくれます。今年の

帰国報告会は９月に予定しています。 

 

続きまして、地区の青少年交換委員会について

です。私達はあくまでもクラブの皆さんのフォロ

ーをする役をやっています。ロータリーの活動は

各クラブが主体です。私達の役割の第一は、「交換

相手国を探し、交渉する」ことです。昔は、各クラ

ブで交換相手を探していましたが、これはとても

大変なことなので、地区でしています。これは、世

界的にそうなっています。日本では地区ごと、ヨー

ロッパでは国ごとにやっています。 

もう一つは日本から派遣する学生の募集です。

もっとも、今年の募集は残念ながら中止になりま

した。あとは、皆さんのクラブで面倒を見ている留

学生がトラブルを起こした時の対応、ホストファ

ミリーを探すお手伝いなどをしています。 

次に、日本から派遣される学生の選考試験につ

いてです。青少年交換プログラムは「交換」ですの

で、日本から外国に行く学生を「派遣学生」（アウ

トバウンズ）、「来日学生」のことをインバウンズと
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いいます。派遣学生を決める選考試験は毎年 6 月

に募集をします。募集の方法は各地区さまざまで

す。当地区は完全公募制です。ただ、ロータリアン

の御子弟や関係者、推薦のある学生には俗にいう

ゲタをはかせます。2580 地区は、東京で 9 人、沖

縄で１人の枠があります。2580 地区にある全高校

と中高一貫校の中学生が対象です。RI 規定では 15

～18 歳とありますが、当地区では、中高一貫校の

中 3 生から高校２年生に受験資格があるとしてい

ます。試験の内容は、英訳和訳と 800 字程度の小

論文です。最後に面接があります。昨今、倍率は２

～３倍です。 

合格した学生達は未成年ですので、保護者の皆

さんにもよく説明をして、最終確認をします。辞退

者がいた場合にも備えて、補欠者を２名決めてお

きます。その後オリエンテーションを年間７～８

回行います。まず英語の挨拶程度のスピーチから、

派遣先が決まってからは、その国の言葉でのスピ

ーチもして頂きます。来日学生については、１０日

間の日本語研修を行います。昨今では、東京東久留

米ロータリークラブの会員にコロンビア・インタ

ーナショナル・スクールの理事長がいますので、そ

の学校をお借りして研修します。最後の３日間は

この日本からの派遣予定の学生達と過ごさせて、

英語で交流させています。あと、2580 地区特筆に

値する研修として、RI 元理事である裏千家の千玄

室さんのご厚意で、茶道のお点前の研修を月２回

程度、来日・派遣双方の学生対象にやります。人前

でお茶がたてられる程度にまで、牛込柳町にある

裏千家の東京分室今日庵にて、通常は到底教えて

もらえないような先生方にご指導頂きます。 

派遣学生の派遣先の国は、当該委員長がほとん

ど決めます。情報収集はしますが、希望は敢えて聞

きません。渡航手続き（航空券の取得、ビザの発行

など）は学生本人にやらせます。 

来日学生は、派遣国のルールに従って選ばれて

きます。ただ、地区のオファーとしては、「日本に

来たい学生を優先」してくれるようにお願いして

います。「日本になんか来たくなかった」とふてく

されてしまう子がいますと、受け入れクラブが大

変だからです。必ずしも日本が第一志望ではなか

った子も、帰る時には「また日本に来たい」と言う

子が多いです。 

日本語の集中研修を１０日間やっているのは、

他の地区ではないことです。隣の 2750 地区も２～

３日程度です。あと、ジャパンツアーといって、西

日本中心（京都、奈良、伊勢）に１０日間くらいの

バスツアーをしています（3月～4月。今年は中止）。 

覚えておいていただきたいのは、学生の種類が

２つ、派遣と来日があること。その学生達をお預か

りくださるクラブのことは、派遣学生の担当が「ス

ポンサークラブ」、来日した学生をお世話頂くクラ

ブを「ホストクラブ」といいます。スポンサークラ

ブは日本の学生なので、断られるクラブはほとん

どないのですが、ホストクラブについては非常に

苦労しております。2580 地区は、ホストクラブに

ついては輪番制にしております。ひとつには、公平

性を保つ（特定のクラブに費用負担が偏らないよ

うにする）ためです。地区内７０クラブのうち、東

京にある５９クラブの中で９人の来日学生を受け

持つということは、大体６～７年に１回は回って

くるということです。丸の内さんはまだ設立間も

ないということですが、そのうち期待しておりま

すので、よろしくお願いします。 

青少年交換プログラムの予算について、ざっく

り申し上げます。皆様から頂く人頭分担金のうち、

一人当たり３千円が青少年プログラムに使われま

す。その配布方法は、人頭分担金プラス地区の予算

で、各クラブに 100 万円ずつお渡しします。来日

学生については、ホストファミリーに 1 日 3,000 円

くらいをお渡ししますので、ほぼそれで消えてし

まいます。諸費用は各クラブの負担になります。予

算が大体 200 万円程度ですので、クラブ負担は約

100 万円です。 

次に地区の現況ですが、沖縄１名、在京９名で、

派遣先は 10か国です。2007～2019年を見ますと、
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合計 22 か国の交換でした。 

青少年交換プログラムの課題は、ホストファミ

リー不足です。会員の高齢化や東京の住宅事情な

どが理由です。皆様のサポートのために、「ローテ

ックス」という派遣を経験した大学生達の団体が、

献身的に手伝ってくれています。更にその親御さ

ん達にもホストファミリーのお願いをしたりして

います（ホストファミリーバンク）。現状、これら

の方々の存在が無くてはならないものとなってい

ます。私は地区のビジョン策定委員会に所属して

いますが、このような問題に対して、例えば来日学

生を分区で受ける案など、今後の地区の課題とし

て提言書を出させて頂いています。 

SNS をめぐる問題についてです。今は良いこと

も悪いことも一瞬にして広まってしまいます。な

ので、学生さん達との飲み会の写真などをアップ

するのは止めて頂きたいと思います。昨今の青少

年をめぐる危機管理の観点から、RYJYEM（国際ロ

ータリー日本青少年交換他地区合同機構）を法人

化して包括するようになりました。 

ちょうど時間になりました。もしご質問等ござ

いましたら、いつでも遠慮なく直接お問合せ頂き

たいと思います。本日はお時間いただき、ありがと

うございました。 

 

◆ 閉会宣言 （尾崎会長） 

 藤本様、本日はありがとうございました。留学生

の制度は複数ございますので、どうしても皆さん

ご理解が難しい状況ではないかと思います。とり

あえず、この青少年交換プログラムについては、お

かげさまでよくわかりました。ありがとうござい

ました。 

 

 

 

 今後の予定 

 

 

5月 27日 

第 52回 例会 

（オンライン例会） 

卓話： 

神奈川県 政策研究担当局長 

竹本 治 様 

６月 ３日 

第 53回 例会 

 

卓話 

チャイルドファーストジャパン 

小児科医 山田 不二子 様 

6月 17日 

第 54回 例会 

最終例会 

総括 


