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954 2021/5/30 10:36 青少年奉仕 視聴した
青少年奉仕のお役目をしっかりと務めさせて頂きます。

929 2021/5/15 11:27 青少年奉仕 視聴した

2度目の青少年奉仕委員となりますが、コロナの影響で様々な活動

に制約が出るとは思いますが、前回の経験を活用しながら励んでいき

たい。

オンラインでの研修は地区協議会での研修とも違って、色々な資料を

見ながら進められるので、マイペースで研修が受けられた。生の雰囲気

が味わえないのは、アナログの人間としては残念ですが、オンラインも相

応の意味があると思った。資料を作られた方々のご尽力に感謝しま

す。

特にありません。

926 2021/5/14 14:00 青少年奉仕 視聴できなかった

ロータリアンの一人として、地区やクラブの運営方針に沿った活動に取

り組んでいこうと思っている。

講話と違い自分で資料を読み解くとこが出来るというのは、本来の形

ではないが、自分のタイミングと時間を有効に活用出来るという点で

は、良いものだと思う。

911 2021/5/11 11:12 青少年奉仕 視聴した 当クラブは、本来であれば受け入れクラブでしたが、中止になり残念です。

909 2021/5/11 0:18 青少年奉仕 視聴した

青少年のために役立つことができるようベストを尽くしたいと思います。 コロナの影響で仕方ないかもしれませんが、不慣れなオンライン研修で

なく従来型の研修の方がよかったと思います。

実際にハラスメント問題が発生したとき、地区上層部がどのように対応

し、どこまでクリアにRIおよび地区内クラブに流せるか、的確に伝えるこ

とができるか、そしてその対処法をどのようにするのか注視しています。

896 2021/5/9 11:32 青少年奉仕 視聴した

青少年委員は2度目となるので、前回の経験を生かして活動したい。 オンラインでの研修は、今までmyrotaryを十分活用できず、現時点

でオンライン研修を実施できていないが、今後は活用できるようにした

い。 

特にありません。

883 2021/5/8 19:49 青少年奉仕 視聴した もっと青少年奉仕の勉強をしていきたい ためになったためになった 初めての担当なので頑張ります

882 2021/5/8 19:33 青少年奉仕 視聴した 初めてなので勉強します。 普通、早めに頂ければ時間が取れやかも これからご指導お願いいたします。

821 2021/5/6 21:14 青少年奉仕 視聴した

814 2021/5/6 19:14 青少年奉仕 視聴した

まだ何も分かりませんが頑張ります。 なかなか実際の研修と違い、手軽ですがそれが知識になるかどうかは

分からない

特にありません。

800 2021/5/6 13:59 新世代奉仕委員会委員長 視聴した

相洋高校インターアクトクラブとの連携をはかり、インターアクトの活動

をバックアップしていきたいと思います。 

コロナ禍が収束し、対面での活動が再開されることを期待しています。

コロナ禍の中、充実した研修を企画された方々に敬意を表したいと思

います。豊富な資料と全体会議の抱負など、ロータリーへの熱い想い

が伝わる良い研修だと思います。 

ラーニングセンターの「青少年プログラム参加者の保護」については、昨

年度受講しました。

特にありません。今年度一年間よろしくお願いします。

798 2021/5/6 13:54 新世代奉仕委員会　委員長 視聴した

相洋高校インターアクトクラブとの連携を図り、インターアクトの活動の

バックアップを行いたいと思います。 

コロナ禍が収束し、対面での活動が再開されることを祈っています。

コロナ禍の中、研修を企画された方々に敬意を表したいと思います。 

充実した資料と全体会議の抱負など、ロータリーへの情熱を感じられ

る研修でした。ありがとうございました。 

ラーニングセンターの「青少年プログラム参加者の保護」については、昨

年受講しました。

特にありません。今年度一年間よろしくお願いします。

797 2021/5/6 13:44 青少年奉仕委員長 視聴した

入会も2年目と浅く、初めての委員長ではありますが、自分のできるこ

とを先輩達に聞きながら実行していこうと思います。



771 2021/5/5 18:51 青少年奉仕 視聴した

微力ではありますが、精一杯つとめせて、 

頂きます。

ゆっくり時間をかけて、理解できるよう、努力します。どうもありがとうござ

いました。

763 2021/5/5 14:11 青少年奉仕委員会委員長 視聴した

昨年、今年のこのCvid-19禍の先が見えない状況の中で、 

繋がることの重要さを身に染みて感じています。 

 

青少年世代の行動力に期待し、共に奉仕活動を実施し、 

共に乗り越える経験を、共有したい... 

と、僭越ながら、思っております。 

とてもよくまとまってわかりやすいです。 

また、時間に縛られずに、何度でも、復習できます。 

安心して研修を受講しました。 

ありがとうございます。

地区ローターアクト委員会、地区インターアクト委員会にも 

在籍することとなると、委嘱状を拝受いたしました。 

青少年奉仕委員会は初めての事で、ドキドキしながらも楽しみにもし

ております。地区のZoom会議も楽しみです... 

 

様々な経験をさせて頂けると、ワクワクしながら 

感謝しております。 

どうぞよろしくお願い致します。

756 2021/5/5 11:28 青少年奉仕委員長 視聴した
RI会長のビデオが英語のみでした。 

748 2021/5/5 8:30 青少年奉仕 視聴した

コロナ禍で活動が制限されている状況下にありますが、その中でも青

少年奉仕活動としてできることを見つけ活動をしていきたいと思いま

す。

RI次期会長の方針と地区の基本方針が理解できました。

702 2021/5/1 21:22 青少年奉仕 視聴した

地区の青少年交換委員として、3年目を迎えますが、どの様にしてい

けば良いか、まだまだ私自身の理解不足で、ご迷惑をおかけする事が

多々あるかと思います。 

未来を背負う子ども達に何ができるか、自分も勉強させて頂きながら

参りたいと思います。

ラーニングセンターへのログインに一週間かかりました。 

アナログ人間の私が何とか頑張って分科会に入れましたが、途中で何

か操作を誤ったのか、50ページ？もある資料にとんでしまいました。 

何とか読みましたが、パソコンの拒否反応が出たのか、じんましんが体

に出てきてしましました。 

やはり皆様にお会いしながらの、協議会が懐かしく感じます。 

701 2021/5/1 20:11 青少年奉仕 視聴した

地域の子供の皆様、学生の方々、若い社会人の皆様方の笑顔の為

に最善の奉仕と、皆様方が活躍出来る時間や場所を可能な限り、

提供させて頂けるように頑張りますので、よろしくお願い申し上げます。

色々な事が学べて大変、役にたちました。 

今後も、今回、勉強した事を活かしてロータリー活動を頑張りたいと

思っております。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。

特にありません。

700 2021/5/1 20:11 青少年奉仕 視聴した

地域の子供の皆様、学生の方々、若い社会人の皆様方の笑顔の為

に最善の奉仕と、皆様方が活躍出来る時間や場所を可能な限り、

提供させて頂けるように頑張りますので、よろしくお願い申し上げます。

色々な事が学べて大変、役にたちました。 

今後も、今回、勉強した事を活かしてロータリー活動を頑張りたいと

思っております。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。

特にありません。

698 2021/5/1 18:46 青少年奉仕 視聴した

まだ入会１年でコロナの影響もあり右も左も分かりませんが、先輩に

確認しながら頑張ります。

事例があり分かりやすく質問形式の研修で集中してできました。

650 2021/4/29 17:38 青少年奉仕 視聴した

コロナ禍で青少年も様々な交流の機会が減っている、何とかそこを応

援したいと考えている

ラーニングセンターに何度やっても入れなかった。もう少し簡単にならな

いでしょうか？

649 2021/4/29 17:38 青少年奉仕 視聴した

コロナ禍で青少年も様々な交流の機会が減っている、何とかそこを応

援したいと考えている

ラーニングセンターに何度やっても入れなかった。もう少し簡単にならな

いでしょうか？



617 2021/4/28 16:03 青少年奉仕 視聴した

コロナ感染症拡大の中、インターアクトクラブのメンバーも活動に制限

があり大変だと思いますが、できるだけのサポートをしていきたいと思って

おります。

コロナ感染症拡大の中でのオンライン研修お疲れさまでした。 今後のインターアクトクラブ運営についてのお考えをお聞かせください。 

各学校顧問の先生方や生徒たちへの負担等について？

614 2021/4/28 15:09 青少年奉仕 視聴した

604 2021/4/28 8:47 青少年奉仕 視聴した クラブでのローターアクト委員長経験を活かしたく考えております。

602 2021/4/27 22:38 青少年奉仕 視聴した

コロナ禍の影響により、クラブ運営も少しづつ形式を変えながら活動し

ている現状です。次年度の開催内容などについても会長・幹事・大委

員長ともよく相談し、会員皆様のご理解、ご協力を得て青少年奉仕

活動を意義あるものに一歩でも進めて参りたいと考えております。

私自身、Eラーニングは勤務先で慣れており修了証までたどり着けまし

たが、年配の会員やマイロータリー未登録の会員、オンラインに不慣れ

な方々には、さらに丁寧な説明が必要ではないでしょうか。 

オンラインは慣れればとても楽ですし、わざわざ地区協議会に出向く時

間も省け、またコストダウンでき、環境にも優しいと思います。今後もオ

ンライン開催に賛成です。

600 2021/4/27 20:22 青少年奉仕 視聴した

594 2021/4/27 16:11 青少年奉仕　委員長 視聴した

地域社会に住まう次世代の青少年への協力。 準備等大変だったと思います。お疲れさまでした。とても分かりやすい

研修でした。

特記事項なし

581 2021/4/27 11:59 ローターアクト委員長 視聴した

次年度は地区のローターアクト委員会とインターアクト委員会が別々

に組織されるため，各委員会において峻別すべき点と協力すべき点

を整理し，アクターの支援に不足がないように気を付けたいと考えてい

る。

時間的・場所的制約から解放されるという面はあるが，個人的には

対面式で集中的に行った方がより理解しやすいと感じた。

546 2021/4/26 10:04 青少年奉仕 視聴した

自クラブ、そして、地区においても、青少年奉仕部門に携わる機会が

多く、他の部門よりも理解を深めているつもりではおりますが、時々

刻々と世の中は変化しており、それに合わせて自分自身も日々勉強

し新たな気持ちで新年度の活動を行いたいと思います。

非常に効率よく学習できるので良いと思いますが、演者の方のエネル

ギーや、聞き手側の真剣なまなざしが、それぞれ伝わりにくいため、オン

ラインばかりですと（＝長期的に続くと）、組織として行動する際の結

束力がかけてくるように思われます。

特にありません。

516 2021/4/25 9:51 青少年奉仕 視聴した 大変勉強になりました

507 2021/4/24 16:11 青少年奉仕 視聴した

クラブ会長の意向があれば青少年事業を行いたい。 

出来れば交換留学生をクラブから出したいので声掛けをします。

わかりやすかったです。 特にありません。


