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本日の行事予定 (2015 年 8 月 7 日) 

第 3026 回例会 

≪会員増強・新クラブ結成推進月間≫ 

卓話担当：会員増強委員長 吉田康裕君 

講  師：地区会員増強委員長 

光岡新吾君（豊田ＲＣ） 

演  題：「会員増強について」 

 
先回の記録（例会） 

第 3025 回 ’15 年 7 月 31 日（金）晴れ 

卓話講師：地区危機管理委員会委員長 

     黒田勝基君（高浜ＲＣ） 

演  題：「受入クラブのための 

受入学生に対する危機管理 

―ロータリーの組織と 

青少年を守るための 

仕組みとは―」 

ロータリーソング 「それでこそロータリー」 
ソングリーダー 服部則仁君 
ゲ ス ト 2015～16 年度青少年交換学生 
 中西里緒さん 
ビ ジ タ ー 岩月雅章君（名古屋中ＲＣ・地区

青少年交換委員会副委員長） 

会 員 総 数 67名    7月 10日例会分訂正 

出席免除会員  21名    欠 席 会 員    17名 
本日出席会員  48名    MAKEUP会 員    11名 
本日の出席率  71.64％  訂 正出席 率  98.39％ 
超 過 出 席 浅井彦治君、伊藤幸蔵君、伊藤基
君、佐藤雅彦君、加藤隆朗君、三谷栄一君、野々
山勝也君、佐藤敬治君、安江正博君、高木輝和君、
山本達彦君（前年度今年度ニコボックス・今年度
広報合同委員会）、服部貴君（地区青少年交換プ
ログラム受入説明会）、服部貴君、三谷栄一君、
山本達彦君、鈴木吉男君、山田章博君、松本浩義
君、滝川林一君、岡本康義君、伊藤誠君（第 15
回天王子ども塾第 1 部）、加藤則之君（第 1 回地
区内広報雑誌委員長会議） 
 
 

会長挨拶 

三谷栄一会長 

 本日は地区危機管理委

員会の黒田勝基委員長に

受入クラブのための受入

学生に対する危機管理に

ついてご指導していただ

きます。よろしくお願い

します。 

本日の挨拶ですが、「失

敗は成功の母」という事例をご紹介します。 

アルフレッド・ノーベルが発明した「ダイナマ

イト」もある失敗から生まれました。ニトログリ

セリンは不安定ですぐ爆発する液体で、これを安

定的に扱う方法を考えなければなりませんでした。

ある日、ニトログリセリンを保管する容器が壊れ、

ニトログリセリンが漏れてしまっていました。大

変に危ない状況ですが、容器の周りのケイ藻土に

ニトログリセリンが染み込み、混ざっていること

を発見します。ここからニトログリセリンを安定

的に扱う方法を見つけ、これがダイナマイトの発

明につながったのです。 

次に、世界初の抗生物質「ペニシリン」。発見

者のフレミング博士は、この功績によりノーベル

生理学・医学賞を受賞しています。 

 博士はさまざまな病気の原因を探るため、ブド

ウ球菌を大量に培養しなければならなかったので

すが、あるときこの作業に失敗。菌を培養してい

たシャーレの中にアオカビが混入してしまったの

です。研究には純粋なブドウ球菌しか使えません

から、アオカビの混入したシャーレはすぐに廃棄

しなければなりません。ですがそのとき、博士は

カビの周囲にだけブドウ球菌が繁殖していないこ

とに気付いたのです。顕微鏡で調べてみるとアオ

カビの分泌物がブドウ球菌を溶解しているように

見えました。これがペニシリン誕生につながった

のです。 

次に、フランスの特産品で日本でも大人気のシ

ャンパン。しかし、この発泡性ワインは元々ただ
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の失敗作だったのです。さかのぼること約 350年。

シャンパーニュ地方に住むある修道士はこの地の

ワインの製造を任されていました。彼は毎年秋に

なるとブドウの発酵が止まってしまうことに頭を

悩ませていました。 

 この地域の気候は冷涼で、発酵が完全に終わら

ないうちに気温が下がり過ぎてしまうのです。春

になり二次発酵が始まると内部で炭酸ガスが発生

してしまいます。彼はこれを防ぐために、ワイン

を早めに瓶詰めするなど工夫を凝らしたのですが、

どうしても一定の割合で発泡性ワインが生まれて

しまうことを防げませんでした。ところが彼の思

いとは裏腹にこの発泡性ワインは大流行。この地

域の名物としてすっかり定着してしまいました。

ちなみにこの修道士の名はドン・ペリニヨン。最

高級シャンパンであるドン・ペリニヨン(ドンペリ)

は彼の名にちなんで付けられたのです。 

最後に、日本では付箋紙(ふせんし)の代名詞とも

なっているポストイット。すぐに貼れて簡単には

がせる便利な文房具です。米国３Ｍ社の大ヒット

商品として世界中で愛用されています。もともと、

研究者のスペンサー・シルバーは何とかして強力

な接着剤を作ろうと奮闘していましたが、失敗の

連続。ところがあるとき「よくくっつくけれどす

ぐにはがれてしまう」不思議な接着剤を開発して

しまいます。その後、同じく３Ｍの研究員だった

アーサー・フライが試行錯誤してこの接着剤を「の

りの付いたしおり」として商品化。こうしてポス

トイットが誕生したのです。 

「災い転じて福となす」「瓢箪(ひょうたん)から駒」

とはよく言ったものです。成功はどこに落ちてい

るのかわかりません。でも、発見者たちに共通し

ているのはみんな飽くなき好奇心と探究心を常に

持ち続けていたということです。 

 
  幹事報告 

山本達彦幹事 

1. 本日は地区危機管理委

員会委員長、黒田勝基君

（高浜ＲＣ）にお越しい

ただいております。後程

卓話をお願い致します。 

2. 本日青少年交換学生の

中西里緒さん（滝川林一

君のお孫さん）にお越しいただいています。後

程挨拶していただきます。 

3. 本日、名鉄グランドホテルにて地区国際奉仕委

員長会議が開催されます。幅国際奉仕委員長に

出席していただきます。 

4. 8 月 6 日（木）、地区内クラブ研修・情報委員

長・研修リーダー会議が名鉄グランドホテルに

て開催されます。篠田ロータリー情報委員長及

び浅井彦治クラブ研修リーダーに出席してい

ただきます。 

5. 次週 8月 7日は理事会開催例会です。役員、理

事、委員長の方の出席をお願い致します。 

6. 8月のロータリーレートは 124円です。 

 
ニコボックス報告 第 3025回分 

鶴見治貞ニコボックス委員 

黒田勝基君（高浜ＲＣ）危機

管理の卓話をさせていただ

きます。 

岩月雅章君（名古屋中ＲＣ）

中西さんのスピーチを聞き

に来ました。 

三谷栄一会長、伊藤幸蔵副会

長、山本達彦幹事 ①本日の

講師に地区危機管理委員会 

委員長の黒田勝基君（高浜ＲＣ）をお迎えして。

②地区青少年交換副委員長の岩月雅章君（名古屋

中ＲＣ）と青少年交換学生の中西里緒さんをお迎

えして。 

伊藤雅昭君 2人目の孫が生まれまして。 

浅井賢次君 津島天王祭も好天に恵まれて無事盛

大に終わり、宮司さん、宇佐美さん始め役員の皆

さんご苦労様でした。宮司さん、まだまだ神事が

続きます。暑いのでくれぐれもお身体大切に。 

鈴木吉男君 尾張津島天王祭が晴天にめぐまれ無

事終了しました。観光桟敷、パイプイスも去年の

3割ＵＰで世界遺産候補の力は大でした。 

服部貴君 地区青少年交換副委員長の岩月さん、

青少年交換学生の中西さんをお迎えして。 

松崎安孝君 たくさんの皆様に個室をご利用して

いただきました。今日で皆様退院されました。ほ

とんどの方は無事でした。 

後藤亨君 浅井彦治さん、佐藤雅彦さんにお世話

になりました。 

大河内勝彦君 高木輝和さんと安江先生にトコロ

天の注文をいただきました。 

吉田康裕君 本日、欠席してすみません。来週の

卓話を担当します。「会員増強・新クラブ結成推

進月間」、皆様よろしくお願いします。 

滝川林一君 孫がいろいろとお世話になります。 

宅見康悦君 何でもええで、だしといたってちょ

ー。 

佐藤敬治君 暑いですね。 

稲川明俊君、伊藤幸蔵君、伊藤基君、伊藤哲朗君、

伊藤祥文君、宇佐美三郎君、加藤隆朗君、河西あ

つ子君、小林啓子君、田中正明君、鶴見治貞君、

服部則仁君、水野憲雄君、矢田潔君、山田章博君 

天王祭盛大に執行されました。皆さんお疲れ様で

した。 

高木輝和君、寺島淳一君、横井知代君 黒田地区

委員長をお迎えして。 

八谷潤一君、浅井彦治君、堀田力男君、岡本康義

君 その他。 
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卓 話 

卓話講師：地区危機管理委員会委員長 

       黒田勝基君（高浜ＲＣ） 

演  題：「受入クラブのための 

受入学生に対する危機管理 

        ―ロータリーの組織と 

青少年を守るための 

仕組みとは―」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.国際ロータリーの青少年奉仕とは 

 ①ＩＡ、ＲＡ、ＲＹＬＡ、ＹＥ、ＮＧＥの 5 つ

の青少年奉仕プログラムは、唯一ＲＩの正式

プログラム 

 ②正式プログラムであるが故の各種誓約 

ロータリー章典・要覧に完全準拠の必要あり。 

 ③再認定という仕組みにより、ＲＩは奉仕可能

地区の選別を行っている 

 

2.なぜ、危機管理が必要なのか 

 ①過去のロータリーの経験 

―ＰＤＧが訴えられた 

 ②3.11での日本における経験 

 ③大震災の予測に対するロータリープログラム

に参加している青少年の安全確保問題 

 ④その他、家庭・企業の危機管理の仕組みをロ

ータリーの活動にも適用すべき 

 ⑤世界標準と日本…ゼロ容認方針、72時間ルー

ル、当事者内での解決… 

 

3.仕組みとルール 

 ①法人化＝賠償責任保険に加入が必須 

 ②ＲＩからの認定問題＝方針・報告のルール・

ボランティア選考と誓約 

 ③危機管理委員会が機能していること＝危機管

理総則・危機管理規定 

 

4.提出資料 

 ①補遺資料『Ａ』〜『Ｄ』の理解：方針・報告・

ボランティア誓約書・危機管理規定 

 ②クラブ全体が青少年奉仕活動を実行すること

に対する宣言=補遺資料『Ｇ』（ＭＯＵ） 

 ③ボランティア誓約書の提出＝ボランティアの

選定から状況把握・状況維持 

 ④来日学生のリアルタイムな所在場所・状況の

把握＝危機事案が発生した時の対応 

 ⑤来日学生とホストファミリーのリアルタイム

な状況把握＝学生の生活の実態の把握 

 ⑥事案発生時の報告書＝ゼロ容認方針・72時間

ルールに準じて 

 

5.研修の手引き 

 ①危機事案に『即』対応できるのは、 

  危機とは何か?  

  いかに回避するか？ 

  起きてしまったことへの対応をどうするか？

という段階ごとにシミュレーションすること 

  ＝『認識し』・『想定し』・『危機対応を訓

練し』を関係者全員に周知させ 

  ＝ 国際ルール（日本独自のルールではなく）

に従って、報告・対応すること 

 ②想定問答集を複数用意（マニュアルＣＤにあ

ります） 

  ＝100％正解はありません、その場での対応が

求められます 

  この想定問答集は過去、日本で実際に発生し

た事案です。 

 

6.最後に＝学生を受入れる必須条件（ホストクラ

ブ・ホストファミリーにとって）は… 

 ①食事を十分に与えられる経済的な環境を有す

ること 

 ②宿泊場所を提供できる、居住環境にあること         

の 2点です 

 これをベースに、決して言ってはならない言葉

（禁句）があります… 

 ③外国の学生と日本人の感覚の大きな差に『感

謝』をどう表現するか、という問題がありま

す。心では感謝していても、言葉として出て

こないことがあります。 

  1 年間の交換が終わり、本国に帰国した後、

再び日本に戻ってくる学生がかなりいます。 

  それは、日本での貴方達の対応が忘れられな

いからです。 

  それだけで、学生の感謝の気持ちは伝わって

きます……それを期待してください。 

1 年間、とても大変だと思いますが、これこそロ

ータリーの奉仕だと思います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 黒田君をご

紹介します 

 マ
リ
ア
さ
ん
を 

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す 
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次回例会 

第 3027 回 ’15 年 8 月 17 日（月） 

≪ガバナー公式訪問例会≫ 

時 間：12時半～ 

会 場：名鉄グランドホテル 11階柏の間 

その他：あまＲＣがホストをつとめ 

あまＲＣとの合同にて行います 

お知らせ 

■休会 

 8月 14日（金）お盆休み 

 

■第 15回天王子ども塾 

「第二部 尾張津島秋まつりを学ぶ」 

 と き：8月 16日（日）9～16時 

 ところ：わざ・語り・伝承の館 

  

■第 9回ＩＡＣ例会 

と き：8月 21日（金）(午前中) 

ところ：津島東高校（2中教室） 

 

  
青少年奉仕委員会 

服部貴青少年奉仕委員長 

 青少年交換事業で、滝川

林一君のお孫さんの中西

里緒さんが、アメリカのペ

ンシルベニア州への留学

が決まりまして、先ほど日

比津島市長を表敬訪問し、

例会にも出席していただ

きました。 

 また、今日は地区青少年交換副委員長の岩月雅

章君も例会にみえましたので、ご挨拶いただきま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会変更 
8月21日(金) 

日比一昭津島市長に

ご挨拶し、誓いと激

励の握手を交わしま

した。 

服部貴青少年奉仕委員長     祖父の滝川林一君 

    三谷栄一会長     山本達彦幹事 

      中西里緒さん 日比一昭市長     
 

岩月雅章地区青少

年交換副委員長 中西里緒さんの

スピーチ 

 
先日、中西さん 

と交換で来日するマ

リアさんに、アメリカ

にいる私の妻と娘が 

  会いました 

名指揮者カラヤン 

ソングリーダーの 

服部則仁君、素晴ら

しいフォームです！ 

頑張って歌いたくな

ります。 

伊藤幸蔵副会長 堀田力男親睦

活動委員長 

大河内勝彦

会場委員長 

 皆さんありが

とうございま

す。8月 19日

に出発します 


