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本日の出席率８４.０９％：会員数４５名・出席３５名・欠席７名・出席規定免除会員（３）２名・ビジター１名

前々回の修正出席率１００％：出席３９名・メークアップ３名・出席規定免除会員２名

　１０月２４日〜２６日の３日間にわ

たって開催されました 「第１７回

YOSAKOI させぼ祭り」 でご活躍さ

れた皆様、 大変お疲れ様でした。

　本日は２７４０地区 の国際青少年

交換委員会 委員長の佐古亮景様

をお迎えして、 後ほど卓話を頂け

ますので、 きたんのない質問を宜しくお願い致します。

　私が探した２００８年の 「Youth Exchange Handbook」 から簡単

に説明しますと、 青少年交換学生制度はヨーロッパの少数のク

ラブで１９２０年代に互恵的な長期の学業の交換として開始し、

戦後すぐ１９４６年に再開され、 １９５０年代に人気があがり、 １９７２

年、 ロータリー青少年交換という形に発展し、ＲＩ理事会は世界

のクラブに推薦することに同意しました。 毎年青少年交換学生

は８， ０００人以上、 約８０カ国で勉学するために海外留学して

います。 現在， 「RI 構成と条例方針とに基づく Rotary Code」 と

して取り上げていますが ・ ・問題も起きています。

　　

　イジメやハラスメントに対する賠償問題です。 人の心は強い人

ばかりではないということです。 Inbound(日本・佐世保への留学 )

にしろOutbound (外国への留学)にしろ、留学前にその国で１０ヵ

月〜１２ヵ月の留学前の事項を学ぶ会合があります。 合格者は

希望豊かに留学していくのですが、 ホストファミリィや友人関係

の問題だけでは無く、 留学先の文化、 風習、 制度になじめず

に帰国してしまう子も約３％いるそうです。 この比率は鬱病の発

症比率と同等で、 他に思春期の精神状態は対人恐怖症、 視線

恐怖症、 神経性食思不振症、 統合失調症、 注意欠陥、 多動

症などがあります。 感受性の許容量の問題で、 原因としては、

遺伝子、 育ち方、 環境ホルモンの３つが考えられます。

　また、 家族が手に負えなくなり、 とりあえず、 留学という場合

やＲＩが敗訴したことでハラスメント賠償金目当てということもある

かもしれません。 更に、 昨年度、 ３０年前にオーストラリアからア

メリカへの留学時代にイジメがあったということで、 訴訟が起こり、

ＲＩは敗訴し、 賠償金を支払わせられました。 この図式は契約の

貴方の輝くロータリーライフを
Your rotary life to glisten

１．例会変更

　　 北松浦ロータリークラブ

　　   １１月　４日 （火） １２：３０→１１月９日 （日） ９：００～

　　　　エースゴルフ場入口　道路清掃奉仕活動の為　

　　　１１月１１日 （火） １２：３０～

　　　　上ノ原茶園　職場訪問のため　

　　佐世保東ロータリークラブ

　　   １１月１３日 （木） １２：３０→１１月９日 （日） １１：００～

　　　　市瀬農園　芋ほりミカン狩り家族例会の為　　　　　　　

　　

２．来　　信

・ガバナー事務所

　①地区名簿訂正のお願い

　　　諫早北ＲＣ例会場 ＴＥＬ・ＦＡＸ　番号の訂正

　②１１月のロータリーレートのお知らせ

　　　１ドル＝１０６円 （１０月のレート　１０６円）

・地区大会事務局

　 クラブ事業ポスター掲示についてのお知らせ

佐世保南ロータリークラブ　　 　　　　　　　 松本　一盛様                         

山瀧正久 職業奉仕委員長

　１１月１３日 （木） は社員招待映画例会となっています。 今

日現在、 １６１名のご参加の返事をいただいております。

ＲＩ２７４０地区国際青少年交換委員長 佐古亮景様

本日はよろしくお願い致します。

際の同意と今後、 この様な事例にどう対処すべきかを提起して

います。

　ハンドブックには記載してありませんが， 心の状態を事前に検

査する ・ ・国によっては神経内科の検査法も様々ですが、 母国

で留学前に精神鑑定を必ず行なう時代であることを示唆します。

結果を診断してから健全な Inbound Student を迎えたいと思います。
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ＳＡＡ：川島千鶴君

次回例会／１１月６日１２：３０～

次回献立／牛丼、小鉢、野菜煮物、味噌汁

（紹介者）坂井智照君

　佐古亮景君を紹介します。 彼は昭和３１年生まれで、 大村

藩の菩提寺である本経寺の住職です。昭和５８年に大村北ロー

タリークラブに入会、 １９９６～９７年度幹事、 ２００１～０２年度

会長に就任され、 その後毎年地区委員を務められています。

一昨年から地区国際青少年交換委員長の重責を担われまし

た。

２７４０地区国際青少年交換委員会

委員長 佐古亮景様

　会長が話題にされたように、 交換留学

生を巡って色々な問題が起こっておりま

す。 基本的な資質に問題が有るとの指

摘も有りますが、 すべて夫々の学生を推

本日の合計　　　　   21,000 円

本年度の累計　　  393,000 円

■　第４回クラブフォーラム　■

大久保厚司会長、浅野訓一副会長、本田実幹事

昨夜は１０回裏で劇的な３ランホームランでソフトバンクの勝

利、 阪神ファンの皆さん残念でした。 スポーツは最後までわ

かりません。 また今日１０月３０日はハワイで初めて開催された

「トライアスロンの日」 でもあります。 スポーツの秋、 皆さん健

康に体を動かしましょう。 今日は２７４０地区国際青少年交換

委員会委員長 佐古亮景さんの卓話です。 よろしくお願い

致します。

青少年奉仕委員会（池永隆司君・鶴田明敏君・岩政孝君）

坂井智照君

２７４０地区国際青少年交換委員会委員長 佐古亮景様のご

来訪を歓迎致します。 本日の卓話、よろしくお願い致します。

橋口佳周君

３９回目の結婚記念日のお花、 ありがとうございました。 当日

１０月１９日は愛妻はベトナム旅行中でしたので、 初めての一

人記念日で淋しく食事しました。

八重野一洋君

本日所用につき中座致します。 １１月３０日、 社会奉仕委員

会事業のチャリティバザーの商品のご提供、 よろしくお願い

致します。

芥川圭一郎君

①佐古委員長の卓話、 楽しみにしております。

②ちょっと大変で楽しい 「よさこい佐世保祭り」 が無事に終わりま

　 した。 今年もたくさんの笑顔に会えてよかったです。

薦したロータリーのスポンサークラブの責任であることを認識し

てください。 地区は責任を負えません。

　 また、 ９.１１テロ、 ３.１１東日本大震災以降、ＲＩの考え方シス

テムに変更が行われておりますので、 気を付けてください。

　 最新の情報は留学生の最近の画像も含め総てホームページ

に掲載しておりますので、 随時閲覧していただければと思います。

　 先ず、 交換事業の現況を報告しますと、 以前は、 筆記試

験まで課していましたが、 今は面接だけにしております。 昨年

から事務員を無くし、 オリエンテーション後、 留学前の一年間

の語学を含めた研修を私の手元に通っていただき、 毎月厳し

く行っております。 語学力が不十分なのが気になりますが、 彼

の地で素晴らしい経験をして帰ってきてくれればと願っています。

　 現在の派遣は米国３名、 伊国１名、 オーストラリア２名の計６

名です。 来年度は５名が応募しており、 今のところ全員を派遣

する予定です。 米３名、 仏１名、 オーストラリア１名が予定先

です。

　

　　受け入れは３国に加えてブラジルからを含め６名の予定で

す。 来年８月から佐世保中央ロータリークラブには仏国からの

留学生を受け入れていただきます。 性別は不明ですが、 欧米

では日本のアニメの流行以来、 日本留学を第一志望にして、

日本語の勉強を一生懸命行って来日する人が増えております。

次回は英語圏以外の方となりますが快く受け入れていただきた

いと思います。

　

   システムの件では、 先ず、 留学前の診断書の書式を一新し、

作成の負担と往復の時間の節約を軽減します。 　震災等の緊

急時のリスク管理には５万ドルの保険が求められる事になりまし

た。 他の分まで含めて総て新たな保険に入ります。 来日した

方の医療保険は国保に入っていただきます。 ホストクラブの負

担です。

　 問題のセクハラについてですが、 海外の訴訟で数千万の敗

訴が出て、ＲＩも非常に慎重です。 発生したら７２時間以内でク

ラブの危機管理で対応してもらいます。 総ての責任はホストの

会長です。 対応する保険も用意しますが、 総ては個人の感性

だという事を認識ください。                   　以上 （文責、 岡田）
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