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会長　望月　啓行君
今日は「ロータリーと人材育成」というテーマで、

お話したいと思います。ロータリーには二つの人材

育成、「ロータリアン自身の自己研鑽」と「次世代

の育成」があります。まず「ロータリアン」に対し

ては『入りて学び出でて奉仕せよ』という言葉があ

２０２２−２０２３　　１月２３日　 　第3650回例会

ゲスト卓話「米山記念奨学事業について」

りますが、これは「会員同士がロータリー精神と友

情で結ばれ、お互いが学び育てあい、自己研鑽に励

む。その自己研鑽した自分を人のための奉仕に役立

てる」という事で、ロータリーは「親睦による自己

研鑽と奉仕のサイクル」であるということです。そ

して、この言葉は現在「ＪＯＩＮ ＬＥＡＤＥＲＳ，

ＥＸＣＨＡＮＧＥ ＩＤＥＡＳ，ＴＡＫＥ ＡＣＴＩ

ＯＮ」と引き継がれています。さて今日は「次世代

育成」をメインに話をしたいと思います。さて、企

業の次世代人材育成というと、「企業の未来をつく

る人材を育てる」「企業のミッションを達成する人

材を育てる」ということが主な目的で、ＯＪＴ、自

己啓発、Ｏｆｆ－ＪＴ等があります。一方ロータ

リーの場合は「青少年が将来リーダーとなるため

に、奉仕プロジェクト・研修・交流などに参加する

ことによって必要なスキルを身につける」「 ロータ

リアンを模範として ､ 倫理 ､ 奉仕 ､ 親睦の理念を伝

える」事が目的になります。そしてその為には「プ

ロジェクト・研修」「模範・交流」「奨学金支援」等



の手段を使います。それでは、どのようなプログラ

ムがあるか、見ていきましょう。２０１９年までで

すが、国際ロータリーでは「ローターアクト」「イ

ンターアクト」「青少年交換」、ロータリー財団で

は「ロータリー財団奨学金」、そして後ほど渡辺委

員長から説明いただく米山奨学会では、米山奨学金

があります。最初の三つはロータリーの年会費での

サポート、あと二つの奨学金はロータリアンの「寄

付」で成り立っています。簡単にこれらを説明した

いと思います。インターアクトは１９６２年から開

始されたプログラムで、１２歳から１８歳の中高生

が対象、ボランティア等をやっていただいて、いろ

んなスキルを養う、一緒に楽しみながらロータリー

の「超我の奉仕」を学び、行動力を身につけるとい

うものです。全世界には３４万人のインターアクト

が活動していて、２６２０地区には３５５人います。

ご存じのとおり静岡ロータリークラブにもあり、本

年度は荻野さんに委員長をやっていただいています

が、初めて委員会がつくられたのは１９７４年牧田

委員長が設立しました。現在は静岡英和女学院高等

学校があります。本年度の活動は年次大会と静岡特

別支援学校のボランティアを行いました。次にロー

ターアクトですが、１９６８年からこのプログラム

は始まり、１８歳以上が対象で社会人もしくは大学

生になります。アクトクラブ自身に運営を全て任せ

てロータリーは側面支援です。世界中で２０万人以

上２６２０地区は５７名会員がいます。静岡ロータ

リーでも１９７３年向坂委員長が静岡ローターアク

トを設立し、今現在六名という長い歴史があります。

静岡ローターアクトは写真のように積極的に様々な

活動をしています。３つめの青少年交換は百カ国以

上のロータリーのネットワークを使って１５歳から

１９歳の学生が交換留学生となるというプログラム

で、久保田年度にバレンティーノさんが来たので、

静岡ロータリーでも記憶に新しいと思います。説明

ビデオがありますのでご覧下さい。このロータリー

青少年交換は高校生が主に中心で、これはロータリ

アンのご子息もいけます。先方の国でロータリアン

がフォローしていただきながら留学生活が送れ、ホ

ストファミリーも準備してもらえるので、もしご子

息に国際的な感覚を ロータリーというネットワー

クを通じて経験させたいというような方は、応募く

ださい。次の財団奨学生は、ロータリーの７つの重

点分野の研究を目的に大学院に行く方を、ロータ

リー財団が奨学金で支援するものです。財団学友の

有名な方には、国連難民高等弁務官の緒方貞子さん、

国連平和維持活動（ＰＫＯ）局部長の中満 泉さん、

宇宙飛行士の山崎直子さん、 静岡市長の田辺信宏さ

んなどがいます。また、２６２０地区からは昨年三

人選ばれました。米山奨学生に関しては後ほど渡辺

委員長に説明いただきたいと思いますさて、今この

「人材育成」ですが変わりつつあると感じています。

今までは「先輩の技術これまでのやり方を教える」

ということで、ＯＪＴ・自己啓発・Ｏｆｆ－ＪＴが

ありました。それが時代の変化で「プラス多様性を

活かす」事が必要となり、「多様性・個性を活かす」「自

発性・デザイン思考を伸ばす」「現場力・スピード感・

アジャイル思考を鍛える」という人材育成が必要に

なってきました。そしてこの「多様性」というキー

ワードですが、今までは「肌の色」「ジェンダー」「文

化」等でしたが、今は「ジェネレーション」こそが

一番の多様性の要素に変わってきている。現在のＺ

世代と５０歳以上は、他の要素より多様性があるの

ではないかというようなことです。この多様性に対

してはＯＪＴ等で昔のやり方を教えても難しいとい

う、今の人材育成の課題があるということです。そ

のような「多様性」をプラスし、生かして行くには

どうすればいいかという事が新しい人材育成の課題

になっています。実とロータリーも変わりつつあり

ます。ローターアクトが２０１９年よりロータリー

クラブと同等になったのです。この変化はローター

アクトの多様性を、もっとロータリーが活用しよう

というような動きだと私は理解しています。そして

ロータリーと一緒に奉仕プロジェクトを創って行く

方向に、ロータリーも舵を切ったというようなこと

になります。この「多様性を活かす」ヒントについ

て考えましたが、この間大活躍したワールドカップ

森保監督が。 「世代間の融合」がキーワードだと話

されていました。そして素晴らしい結果を残したこ

とは、皆さんも記憶に新しいと思います。「今まで

の人材育成プログラム」＋「世代間の融合」で新し

い時代の取組、新しい時代の人材育成を「教え、育

て、そして共に考え、共に創る」事が必要ではない

かと考えたところです。ロータリークラブは、素晴

らしいプログラムに長い期間とりくみ、ロータリー

ファミリーもたくさんいます。そのような意味では、



◦お  め  で  と  う◦

【結婚記念日】

●月●●日　 小栗勝男さん・都美代さん

●月●●日　 増田現さん・幸代さん

●月●●日　 金澤淳さん・紅美子さん

●月●●日　 金田勇紀さん・理恵さん

【誕生祝い】

●月●●日　 中村大航さん

●月●●日 　藤田博久さん

●月●●日　 林亮祐さん

●月●●日　 福地益人さん

●月●●日　 磯部義明さん　　

　
◦ス　マ　イ　ル◦

渡辺　郁さん（甲府南ＲＣ）

本日、米山卓話で伺いました。どうぞ宜しくお

願い申し上げます。

向坂　達也君

私は間もなく誕生日が来て●●才となり、運転

免許証の更新の時期になりますが、この度、約

●●年間幸いにして無事故だったゴールド運転

免許証の更新をしないで、無事故の間にと自主

的に返納いたしました。

水上　房吉君

ＲＣゴルフが出来るだけでも嬉しいのに準優勝

となりました。ありがとうございます。これか

ロータリーはこの多様性を活用する土台が、もうで

きています。今年静岡ロータリークラブは各委員会

にローターアクトに入ってもらっていますが、この

多様性をもっとロータリーの奉仕事業に活かし、よ

りディスカッションして、ジェネレーション・ギャッ

プを有効に融合させ、素晴らしいロータリーの未来、

そして素晴らしい奉仕事業を作っていければと思い

ます。以上になります。ありがとうございました。

ロータリーと
人材育成

2023年1月23日

会長 望月 啓行

次世代の人材育成について（これまで）

・青少年が将来リーダーとなるため
にため、奉仕プロジェクト・研修・交
流などに参加することによって必
要なスキルを身につける。

・ ロータリアンを模範として､ 倫
理､奉仕､ 親睦の理念を伝える｡
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・「企業の未来」をつくる人材を
育てる

・「企業のミッション」を達成する
人材を育てる

ロータリーの場合ロータリーの場合

会員同士が「ロータリー精神」と友情で結ばれ、
お互いが学び育てあい、自己研鑽に励む。

その自己研鑽した自分を人のために役立てる。

ロータリーの人材育成について

２２つつのの人人材材育育成成 「「ロローータタリリアアンン」」 「「次次世世代代育育成成」」

「入りて学び、出でて奉仕せよ」
“Enter to learn, Go forth to serve"
「入りて学び、出でて奉仕せよ」

“Enter to learn, Go forth to serve"

“JOIN LEADERS,EXCHANGE IDEAS,TAKE ACTION
→より積極的な参加を！

ロータリアン

親睦による
自己研鑽
親睦による
自己研鑽

奉仕奉仕

現在現在

本日は次世代育成の話

日日本本ののロローータタリリーー
独独自自

ロローータタリリーー財財団団

次世代の人材育成について（ロータリー）

国国際際ロローータタリリーー
（（～～22001199年年））
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ロータリーの次世代育成（青少年）プロジェクトロータリーの次世代育成（青少年）プロジェクト

ロータリーの会費ロータリーの会費

財団への寄付財団への寄付 米山への寄付米山への寄付

・インターアクトクラブでは、12～18歳の中学・高校生が、地元でのボランティア
活動や交流を通じて視野を広げ、国際感覚を養います。

・ロータリークラブの支援を受けて設立されるインターアクトクラブでは、友だちと
一緒に楽しみながらロータリーの「超我の奉仕」を学び、行動力を身につけます。

インターアクト：1962年よりインターアクト：1962年より

静岡ロータリークラブ：1974年 牧田委員長 設立
現在の学校：静岡英和女学院高等学校・（静岡高等学校）

国際ロータリー全体
インターアクトクラブ数 インターアクター数 インターアクトのある国の数

14,911 342,953 145

2620地区

19校 355名

ローターアクトクラブは、18歳以上の人びとが集まって、地域社会のリーダーと意
見交換したり、リーダーシップと専門的なスキルを育みながら、奉仕活動を行う。
運営、資金管理、活動や奉仕プロジェクトの計画・実施を自ら決定。スポンサー
となるロータリークラブが奉仕のパートナーとしてローターアクトを指導・支援。

ローターアクト：1968年よりローターアクト：1968年より

静岡ローターアクト：1973年 向坂委員長設立
現在の人数：6名

国際ロータリー全体
ローターアクトクラブ数 ローターアクター数 ローターアクトのある国の数

10,698 203,298 180

2620地区

5 57名

第４８回インターアクト年次大会

「障害を越えて思いを繋ぐ」
ホスト校は知徳高等学校

・ブラインドサッカー講演。言葉だけで
伝えたポーズをしたりし情報を上手に

伝達する方法を実践。
・知徳高校の生徒による、手話クイズ、

歌の振り付け

静大附属特別支援学校秋祭り

静岡市豪雨災害ボランティア静岡わいわいワールドフェアボランティア

ぶどう狩り例会静大附属特別支援学校秋祭り三保の松原清掃ポリオ募金

100カ国以上のロータリークラブによる支援の下、15～19歳の学生が交換学生
として自国を離れ海外に滞在し、言語や文化を学びながら、海外に友人をつくり、

世界市民としての自覚を養うことのできるプログラム。

青少年交換：1972年より正式プログラム青少年交換：1972年より正式プログラム

国国のの数数 参参加加ロローータタリリーーククララブブ数数 交交換換学学生生のの数数

128 5,371 8,183

2016年2620地区青少年交換委員長

世界で求められている人道的ニーズや課題を反映したロータリーの重点分野の
いずれかに関連し、長期的に大きな成果が期待できる、大規模で国際的な活動
を支えるため、大学院または同等の研究機関での1～4年間の留学を支援。

ロータリー財団奨学生：1947年より

ロータリー財団奨学生学友の有名人
緒方貞子さん：国連難民高等弁務官

中満 泉さん：国連平和維持活動（PKO）局部長
・山崎直子さん：宇宙飛行士
・田辺信宏さん：静岡市長

国際ロータリー全体
奨学金の年間総額（寄付より） 奨学生の数

750万ドル 35万人

網谷 光雛 大塚理央 田辺 愛莉

生年月日
住所
大学名

専攻
重点分野
留学期間
目標

1999年3月20日
静岡県静岡市葵区
University of California, Davis
Civil and Environmental
Engineering, Master’s Degree
環境
2年
エコ・コンクリートを中心と
した研究開発を活性化し、CO2
排出量削減という目標達成に
向けて大きく貢献したい。

生年月日
住所
大学名

専攻

重点分野
留学期間
目標

1994年9月29日
静岡県伊豆の国市
Graduate Institute of International 
and Development Studies
Master of International and
Development Studies
平和と紛争予防／紛争解決
2年
国連事務局の平和活動局におい
て紛争状況の分析や介入後の活
動指揮に携わり、持続可能な人
道的活動体制が構築し真の平和
構築、紛争解決を実現したい

生年月日
住所
大学名
専攻

重点分野
留学期間
目標

1999年4月18日
山梨県甲州市塩山
University of Essex
MA Theory and Practice of 
Human Rights
平和構築と紛争予防
1年
難民女性支援の活動において、
弱い立場の女性や少女を性暴
力から守り、サポートするこ
とによって、文化、宗教、国
籍に関わらず、最低限の生活
が保障される社会の構築を目
指したい。

2021-22年度2620地区グローバル補助金財団奨学生

本日の
米山記念奨学委員会
渡辺郁委員長の
卓話を楽しみに！

米山奨学金
人材育成について～時代の変化～

企企業業のの場場合合：：人人材材育育成成のの形形ががかかわわりりつつつつああるる

先輩の技術
これまでの
やり方を
教える
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個性を
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個性を
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現場力
スピード感
アジャイル

現場力
スピード感
アジャイル

人材育成について～時代の変化～

「多様性」の意味合いが変わる

肌の色
ジェンダー
文化

ジェネレー
ション・
世代

「「模模範範」」ででああるるとと同同時時にに、、世世代代にによよっってて「「全全くく異異ななるる多多様様性性」」ががああるる
そそのの「「多多様様性性」」をを活活かかすす次次世世代代育育成成はは？？

ロローータターーアアククトトククララブブをを正正式式にに国国際際ロローータタリリーーのの加加盟盟ククララブブととすするる

ローターアクトクラブは、
・18歳以上のすべての若い成人が入会できるようになる。

・グローバル補助金プロジェクトで援助国側提唱者実施国側提唱者になれる
・スポンサークラブの有無に関わらず新しいクラブを設立できるようになる

・ほかのローターアクトクラブをスポンサークラブとして選ぶことができるようになる
・地区委員会にローターアクターを加えることがロータリー地区に奨励される。他

ローターアクトの方針に関する変更（2019年～）

ローターアクトが単なるプログラムではなく、ローターアクターはクラブ、地
区、多地区合同で素晴らしい活動を行っている。

ローターアクターの立場を高め、ローターアクトクラブをロータリークラブの
奉仕のパートナーと認識するべき。 ローターアクトの

多様性をより
活かす時代へ

ローターアクトの
多様性をより
活かす時代へ

森保 一 監督

世代間の融合

「多様性」を活かすヒント
ロータリーの人材育成プログラム

＋
世代間の融合

＝新しい時代の取組・人材育成
「教え・育て・共に考え・共に創る」

「多様性」を活かす次世代育成をロータリーとしても楽しみましょう。
それがロータリーの将来、

そしてロータリーの目指す世界理解と平和につながると思います。

長い間さまざまな「青少年プログラム」を培ってきたロータリーには
その機会が非常に多く用意されている。

ロータリークラブの「新しい人材育成」

本年度も、静岡ＲＣは各委員会にローターアクトに参加してもらっています
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らも是非誘って下さい。

牧田　晃子君

長男が静大附属小に合格しました。世に言われ

るとおり「小学校受験は親の受験」でした。

肩の荷がおりました。

牧田　静二君

孫が静大附属小学校に入学することになりまし

た。遅れましたがスマイルします。

志田　洪顯君

孫が静大附属小学校に入りました。牧田家と同

級生です。

福地　益人君

本日●●才になりました。この年までクラブ会

員である事は予定にありませんでした。これか

らも暫くお願いします。

川辺　哲君

誕生日のお祝いありがとうございました。つい

に後期高齢者になってしまいました。自分を取

り巻く周囲の環境が変わらない様、まだまだ頑

張ります。すみやグッディの社長職を息子にバ

トンタッチしました。少し気持ちが楽になりま

した。

磯部　義明君

誕生日のお祝いを頂き、ありがとうございます。

●●才になりました。定年まであと●年、健康

に留意して頑張りたいと思います。

鈴木　義行君

お誕生日プレゼントありがとうございました。

いつも感謝しております。今後ともよろしくお

願いします。

藤田　博久君

誕生日のお祝いありがとうございます。１年間

宜しくお願い致します。

金田　勇紀君

本日●月●●日が●●回目の結婚記念日で素敵

なお花を有難うございました。真珠婚とのこと

で「真珠の指輪を買いますか？」と妻にＬＩＮ

Ｅで聞いたところ「要らない」との返事。倹約

家の妻で助かりました。、、、という解釈でいい

んですよね？

〇満席スマイル

１２番 山口さんテーブル、１６番 松﨑さん

テーブル（計２テーブル）

◦出　席　報　告◦

例会日 全会員数
（出席計算人数）

出 席
会 員 数

欠 席
会員数

暫 定
出席率

1/23 108（107）
63 名

現地 60 名
Zoom 3名

45 名 58.57％

欠席した方は年度内にメイクアップしましょう！

なお、国際ロータリー理事会の決定事項に則り、それに

変更が無い場合は全会員出席扱いとします。

◦ゲ  ス  ト  卓  話◦

「米山記念奨学事業について」

国際ロータリー第２６２０地区　

米山記念奨学委員会 委員長

渡辺　郁様（甲府南ＲＣ）

渡辺さまよりロータリー米山

記念奨学事業についてお伝え

したいこととして以下の説明

がありました。

①ロータリ米山記念奨学事業について

②米山記念奨学生との学友について

③米山記念奨学金と寄付の説明について

④設立の主旨について

ロータリー米山記念奨学事業は、世界に平和の

種を蒔く親善事業であり益々重要性が高まって

いる。心の通った支援を行っており世話クラブ、

カウンセラー制度について語った。以上


