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木原良二氏（ゲストスピーカー）
春木光徳氏（ゲストスピーカー）
岡久美子氏（ゲストスピーカー）
林仲秋さん（米山奨学生）
ボルジギン ソリナさん
（小林光夫会員ご友人／米山奨学生）
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希望の風奨学金感謝状…佐藤徹君
ロータリー財団感謝状
…４回目 戸塚誠一郎君
米山奨学金授与…林仲秋さん

2020 年 1 月 16 日

Rotary Rate 110 円

会 長 報 告
⚫

昨年末の年忘れ家族親睦会に皆さまの
ご参加をいただき、誠にありがとうござ
いました。また開催にあたりましては、
親睦活動委員会ならびに SAA の皆さま
に、大変お世話になりました。あらため
てましてここで御礼を申し上げます。
幹 事 報 告
⚫

⚫

鈴木博会員より会員の皆さまへのお団
子をお預かりしておりますのでお配り
致します。
本日例会終了後に理事会を開催致しま
す。

委 員 会 報 告
⚫

親睦活動委員会…年忘れ家族親睦会の
スナップ写真を例会場に掲示しており
ます。ご購入を希望される方は申し込み
をお願い致します。

出 席 報 告 会員52名中44名 出席率85％
ニコニコ（●＾o＾●）ボックス
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25 年 100％祝
会員お誕生日祝
奥様お誕生祝

…福本勝由君
…松井君
…芝君
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小林会長 羅山幹事…新年明けましておめ
でとうございます。2020 年は東京オリンピッ
クイヤーでありますとともに、当クラブ創立
60 周年の晴れがましい記念の年でございま
す。皆様と楽しい一年をご一緒したく存じま
す。
佐藤（保）君…新年を迎え数え年 90 歳卒寿
になりました。ロータリークラブも卒業かと
存じますが、今しばらく頑張る所存です。本
年もご交誼の程、よろしくお願い致します。
佐藤（徹）君…明けましておめでとうござい
ます。本年もよろしくお願いします。
矢島君 海老沼君…おめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。
鈴木（喬）君…会員の皆様、本年もよろしく
お願い致します。本年は「日本のロータリー
100 周年」です。
石鍋君…あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。小林会長、
羅山幹事、残り半年、頑張って下さい。
田中君 原田君 谷中君…あけましておめ
でとうございます。本年もよろしくお願いし
ます。
荻原君 小出君…あけましておめでとうご
ざいます。小林会長、羅山幹事、後半年、頑
張って下さい。
戸塚君 張替君…新年あけましておめでと
うございます。本年も宜しくお願い致しま
す。小林会長、羅山幹事、残り 6 カ月です。
頑張って下さい。
吉田（正）君…「令和婚」で 5 月に入籍した
長女が 12 月 15 日に結婚式を挙げました。3
月には二人目の孫が生まれる予定です。披露
宴にご出席いただきました会員の皆様、あり
がとうございました。
芝君…新年あけましておめでとうございま
す。本年もどうぞ宜しくお願い致します。
畠山君…明けましておめでとうございます。
60 周年を迎える本年、東京江北ロータリーク
ラブの益々の発展と皆様のご活躍、ご多幸を
祈念致します。私事ですが、本日同伴の家内
が、精養軒の玄関ロビーなどを生花草月の仲
間たちと飾り付けています。お帰りにご覧頂
ければ幸いです。

本日の卓話

「会員増強とこれからの職業分類について」
メンバー
海老沼孝二君
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守屋君 高橋君…あけましておめでとうご
ざいます。今年は皆様に大変お世話になりま
す。頑張ってやっていきたいと思いますの
で、よろしくお願いします。
伊藤君…明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い申し上げます。
テボー君…あけおめ、ことよろ、年賀状あり
がとう。
長谷君…2 月のコンサート、皆様にご案内さ
せていただきました。是非、よろしくお願い
致します。
田中君 矢島君 荻原君 海老沼君 張替
君 中山君 人見君 影山君 岩崎君…
高橋秀典君、入会おめでとうございます。
ＳＡＡ一同（張替君 鈴木(又)君 鈴木(敏)君 小
出君 船木君 人見君 鎌田君 石渡君 岩崎君）…
新年あけましておめでとうございます。本年
も会員の皆様のご協力、宜しくお願い致しま
す。
親睦活動委員会一同（渡邉君 稲吉君 佐藤(保)
君 荻原君 吉田(正)君 村上君 追分君 影山君
長谷君 加藤君 土屋君）…明けましておめでと
うございます。昨年末の年忘れ家族親睦会は
皆さまの御協力のおかげで何とか無事に盛
会のうち終了致しました。皆さま、誠に有難
うございました。
合計 102,000 円 累計 1,328,500 円

卓 話

1 月 9 日の新年初例会の卓話は小野雅楽会 木原
良二さん、春木光徳さん、岡久美子さんより「雅
の音楽をどうぞ」という演題で、日本の古典音楽
をご披露いただきました。

次週の卓話
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「亀井聖矢プチ演奏会」
ピアノスト
亀井聖矢氏
紹介者 長谷君

新会員入会式

「四つのテスト」を照らして争いに対処する
寄稿者：デニス・ワン（平和のためのロータリアン行動
グループ創設者／ウェストポート・サンライズ・ロータリ
ークラブ[米国コネチカット州]会員）

2020 年 1 月 9 日（木）
、高橋秀典君の入会式が
行われました。入会式では小林会長よりロータ
リアンの証であるロータリーエンブレムが授与
されました。

「四つのテスト」は、ロータリー会員が私生活や職
業上の関係の中で生かしている倫理的な指針で
す。しかし、「四つのテスト」は、争いに対処し、
期待する成果を出すために問題を解決し、決定を
下すためにも生かすことができます。互いにとっ
て利益があり、持続可能で、測定可能な解決策にた
どり着く手助けとなるのです。平和とは、人びとが
暴力なしに紛争を解決できたときに実現できるも
のであり、より良く、公平な人生のためにお互いに
協力しようという意思がなければなりません。
「四つのテスト」は、ロータリー会員が難しい立場
に置かれたときに進むべき方向を示す光となって
きました。このテストは、共感、信頼、アカウンタ
ビリティそのものなのです。私は、ロータリーにお
ける多くの基本理念にも通じる、「紛争転換」のプ
ロセスを信じています。

高橋秀典君の紹介者は、中山高徳会員、影山幸
一郎会員、カウンセラーは石鍋元章元会長、所
属委員会は親睦活動委員会と発表がありまし
た。

世界のロータリアン
36,023 クラブ／1,217,369 人
(2019 年 10 月 20 日ＲＩ発表)
日本のロータリアン
2,252 クラブ／89,394 人
(2019 年度 10 月末現在)
東京江北
総入会者数 361 名
会員数 52 人
(2020 年 1 月 9 日現在)

職業奉仕月間
職業奉仕はロータリーの核心。多くの会員にと
って、地域社会で奉仕を行う土台となるもので
す。ロータリーの職業奉仕では、地域社会のニー
ズに取り組み、支援を必要とする人たちが自ら
の力で生活を立てていけるよう支援するため、
多彩な職業の知識とスキルを活用することが求
められます。
日本や海外のクラブによって実践された職業奉
仕プロジェクトのご紹介などは My Rotary 内、
「職業奉仕月間」で検索いただけます。

「紛争転換」とは、紛争が平和的な結果に転換する
プロセスです。紛争転換は、紛争解決や紛争管理の
アプローチとは異なり、次のように定義されてい
ます。
「現代の紛争では、立場を再構築することや、
お互いに利益のある結果の特定といったこと以上
のものが求められている。当事者や関係といった
構成そのものが、特定の紛争が発生している場所
以外にも延長する紛争的関係のパターンの中に組
み込まれている可能性がある。紛争転換は、関係、
関心、会話、必要であれば、暴力的な紛争が継続す
ることを可能としている社会組織そのものに積極
的に関わり、これらを変革していくプロセスであ
る」*
以下は、紛争転換の観点から、
「四つのテスト」を
どのように利用することができるかの例です。

■真実かどうか： 争いの事実を認め、定義する。事
実、信念、憶測、意見の違いを明確にするために
質問をすることから情報を集め、批判的思考を実
践する。
■みんなに公平か： 当事者と影響を受ける人たち
を特定する。問題解決や共通の目標の達成といっ
たコンテクストで違った観点を理解しようと努める。
■好意と友情を深めるか： 希望する結果について
話し合い、同意する。このプロセスを民主的なもの
とし、質問をする際は、互いへの敬意と、創造的か
つ革新的な解決に導くような開放性があることを確
認する。
■みんなのためになるかどうか： 新しい考え方、こ
れまでにない方法、異なる視点に対し開かれた心
と好奇心を持つ。持続可能で測定可能な、互いに
利益のある解決策を導く。

「四つのテスト」は、希望する結果を達成するた
めに行動を起こすための段階を踏んだプロセスで
す。このプロセスは、明確さと透明性に基づいて
います。また、全員の視点や懸念、希望やニーズ
を考慮に入れる必要があります。このプロセス
は、どのような結果になろうと、それが互いに利
益があり、持続可能で、成果を特定できるような
ものとなるよう、また、親善を築き、信頼を得る
ためのプロセスなのです。
皆さんの地域社会で争いに対処したり、紛争転換
を目的に活動するにあたって、ぜひ「四つのテス
ト」に照らして判断してみてはいかがでしょう
か。

青少年犯罪の悪循環を断ち切るための
都市平和プロジェクト、PACT プログラムに
ロータリークラブが協力しています
By Ryan Hyland／Produced by Andrew Chudzinski

自分は刑務所に行く。犯罪まみれの人生から抜け出
すには、それしかない。
アキーム・スティーブンソンさんは、人生をどうに
か変えたいと必死でした。
カナダ・トロント在住の彼は、10 年以上さかのぼる
10 代のある日、加重強盗の容疑で逮捕されました。
4 度目の逮捕で、刑務所送りになるところでした。
しかし裁判官は、彼の中にまだ更生の望みがあると
判断し、18 カ月間の青少年プログラムに参加する
か、6 カ月間の刑期を務めるかの選択肢を与えまし
た。
スティーブンソンさんは、PACT への参加を選択。こ
れが彼の人生を変え、音楽の道を開きました。
参加（Participation）
、容認（Acknowledgement）
、
誓い（Commitment）
、変容（Transformation）の頭文
字をとった PACT は、トロントに拠点を置く慈善事
業で、問題児や犯罪歴のある青少年の更生をサポー
トしています。起業家で地元ロータリアンであるデ
イビッド・ロケットさんが 20 年以上も前に共同設
立し、現在ではロータリークラブからの支援を受け
ています。
このプログラムでは、貧困と犯罪行為の悪循環を断
ち切ることを目的としています。参加者が何を必要
としているかを突き止め、
「人生が前向きな方向に
進むように手伝い、自分の生活だけではなく、地域
社会も豊かなものにできるようにする」戦略を立て
ることが目標だと、ソーシャルイノベーターズ・ロ
ータリーE クラブ会員であるロケットさんは言いま
す。
PACT は都市部の地域社会に平和をもたらす、とロ
ケットさん。
「暴力と犯罪行為の影響に目を向けて、
問題がどう起こるのか理解し、問題児を早い段階で
支援する非常に効果的な解決策を生み出すのが
PACT です。問題児を助けたければ、彼らのシンプル
なニーズを理解しなければならない。とても単純な
こと」と話します。過ちを犯す青少年の多くは懲役
刑に服すことになる、とロケットさん。しかし、親
に見捨てられ、「悲惨な人生を送ってきた」人にと
って、PACT はさらなる犯罪を阻止し、人生を変える

きっかけとなります。PACT は裁判所と連携して、効果
が得られそうな 12～19 歳のプログラム対象者を特定。
青少年に有罪判決が下されると、裁判所は保護観察処
分として彼らを PACT に紹介します。
PACT がこれほどの成功を収めてきた秘訣は、ライフプ
ラン・コーチング・プログラム（英語サイト）にあり
ます。参加者一人ひとりにライフコーチの担当者がつ
く強力な介入プログラムです。12～18 カ月間にわたっ
て毎週話し合いを重ね、教育、就職、健康、人間関係、
地域社会への貢献、再犯防止の 6 つの主要分野で目標
を設定します。ライフコーチングは、ライフコーチと
の会話を通じて人生の骨組みと容認を与え、能力と自
己理解を高め、自発的な学習と行動を促進するプロセ
スです。青少年が現状を脱却して理想の未来に近づく
手助けをしてくれます。
PACT のライフプラン・コーチングは従来のカウンセリ
ングとは異なり、過去ではなく今と未来に重点を置い
ている、とロケットさんは説明します。このプログラ
ムは 65％という高い成功率を収めています（ここで言
う成功率とは、再犯しないプログラム修了者の率のこ
と）。ライフコーチとの会話の中に未来を作り直すた
めのヒントと自信を見つけた、とスティーブンソンさ
んは言います。
「PACT プログラムは考え方を変えてく
れるんです」とスティーブンソンさん。
「ただし、青写
真は作ってくれますが、それを実行に移すのは自分で
す」それ以降、スティーブンソンさんは高校卒業同等
資格を取得し、今はコールセンターで働いています。
また、PACT 人生・職業スキル地域社会奉仕プログラム
（英語サイト）で音楽への情熱を見出しました。これ
は音楽や映画制作、料理、ガーデニング、起業といっ
た実践的な活動を通して学びを得るというプログラ
ムです。
思いやりの心を伝える
今日では、トロント地域で 30 クラブ近くが PACT を支
援しています。ロケットさんによると、その多くが年
間 3,600 ドル以上の支援を行っているそうです。
ロータリークラブは、さらに踏み込んだ支援も行って
います。PACT／ロータリー青少年メンタリングプログ
ラムでは、ロータリー会員がプログラム参加者と直接
連絡をとっています。
ソーシャルワーカーでウェリントン・ロータリークラ
ブ会員のリズ・ボースマ＝ドノバンさんは、メンター
となる会員を各クラブと連携して探しています。
「PACT のことを知って、いくつかのプロジェクトでロ
ケットさんに協力して以来、ロータリーはもっと有意
義なつながりを持つことができるのでは、と思うよう
になった」とボースマ＝ドノバンさん。「青少年の帰
属意識を高める、というのが私たちのやろうとしてい
ることです。自分も地域社会の一員なのだと感じても
らいたいんです。そのつながりを感じさせてあげられ
るのは、ロータリーをおいてほかにありません」
例えば、クラブ会員は PACT 参加者にボランティアの
機会を教えてあげたり、運転免許を取る手伝いをした
り、仕事の面接を取りつける手助けをします。
「ロータリー会員は面倒見がよく、思いやりの心があ
る。そういった資質は若者の人生に変化を起こし、立
て直しを図るのに大いに役立ちます」

