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　2012ー 2013年度テーマ
R . I . テ ー マ	 「奉仕を通じて　平和を」	 R . I . 会 長	 田 　中　作　次
	 	 地区ガバナー	 石 　川　正　一
クラブテーマ	 「クラブライフの充実で、ロータリーの魅力を語ろう！」	
	 	 クラブ会長	 原 　田　　　毅

会長報告＜原田会長＞
・会長エレクト（選ばれた人）と

会長ノミニー（ノミネートされた人）
　エレクトとは、次の人として選ばれた人と言う
事です。ノミニーというのは、エレクトの次と
言う事ではなく、その後何年度に渡ろうと、そ
の時が来ればお役を受けますよと言う意思
を明確にした人の事を言います。通常ロータ
リーでは、会長とかガバナーとかＲＩ会長等
の予定候補者について、これらの言葉を使
用します。

　当クラブでは現役会員のうち会長経験者が
12名、決定している会長エレクト、会長ノミ
ニーを除く32名が会長ノミニーに選考され

る資格が有るという事になります。ロータリ
ーの会長･幹事と言いますと大変なようです
が、お役を受ける事により、各種の情報が倍
増し、又他クラブとの人脈も倍増します。ある
意味では、会長･幹事を経験して初めてロー
タリーの醍醐味が味わえるとも言えるのでは
ないでしょうか？うちのクラブに当てはめて
考えますと、会長ノミニーになる有資格者が
32名居るという事になりますが、逆に言いま
すと、全員が会長経験をするためには32年
間掛かると言う事になります。せめて、今後
10年間ほどのスパンで、何時なら自分がノミ
ニーを受けられるかを考えてみるのも、面白
いと思いませんか？

年間100％出席	 　　原 田 　 毅 君　13回　　宮 村 義 男 君　９回
	 　　太 田 冨美夫 君　２回　　	

前回（5/8　1312 回例会）の記録

	総会員数	 休　会	 出席免除	 出　席	 欠　席	 出席率	 修　正　出　席　率
出　席　報　告

来　訪　者　紹　介

東日本大震災で被災された皆様に一日も早い平和と復興がおとずれますように
お祈り申しあげます。このような時こそ、我々ロータリアンは『五大奉仕』を実行・
実践しましょう。明日の日本と世界はみんなの手の中に！

	 46 名	 2 名	 ４名	 37 名	 4 名	 90.24％	 1310 回例会修正　欠席 1名・出席率 97.56％

◆ゲスト ２名 RI 第 2580 地区ローターアクト 2012-13 年度地区幹事　中村陽子	様	
	 	 米山奨学生　モハマド鈴雫	様
◆ビジター ０名 



幹事報告＜宮村幹事＞
・本日例会終了後第11回理事・役員会を開催
致します。理事・役員の方の出席をお願い
致します。

・来週５月15日の例会に
　本年度		北分区ガバナー補佐　高木義雄	様

　分 区 幹 事　岡　秀一	様
　分区副幹事　鈴木憲興	様

　次年度		北分区ガバナー補佐　大野晴治	様
　分 区 幹 事　新藤伸人	様
　分区副幹事　松崎徹哉	様

　以上６名の方々がおみえになります。
・ロータリー米山記念奨学会から寄附金に対
しての感謝状が原田さん、藤掛さん、長沼
さん、吉田さん、潮田さん、上野さんに来
ております。

ニコニコボックス
＜原田会長、宮村幹事＞
・中村陽子地区幹事さん、本日の卓話宜しく
お願い致します。

＜斎藤、山尾、古谷、藤掛、松本＞
・中村陽子様、本日の卓話宜しくお願い致し
ます。

＜岩田米山カウンセラー＞
・カウンセラーとして、米山奨学生のリンダ
さんをご紹介します。優秀で明るい女性で
す。どうぞよろしくお願いします。

＜関原、藤掛、潮田＞
・米山奨学生　モハマドノルアズリンダさん、
ようこそいらっしゃいました。一年間よろ
しくお願い致します。

＜小池＞
・５月１日から、皆様のおかげで総支配人を
させて頂いております。今後ともご指導ご

鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
・５月３日に27階レストランがオープンしました。
まだ運営が今一つおぼつきませんが、味は一
級ですので是非よろしくお願いします。

＜上野＞
・ビューホテルの小池さん、岡崎さん、新装
になった27階（唐紅＆蒔絵）、GW中にも
かかわらずお手配ありがとうございました。

＜松﨑＞
・突然長期休会をして申し訳ありませんでした。
なんとか努力して出席する心算で居ります
が？　ロータリーの皆さんに温かく迎えて頂
き感動しました。今後とも何卒宜しく‼

＜中村、斎藤、山尾、渡辺＞
・松﨑さん、お帰りなさい。三社様で忙しい
と思いますが、どうぞ呉々もご自愛下さい。

＜天笠＞
・やっと娘の家の工事が始まります。９月末

委員会報告
＜親睦活動委員会　髙木委員長＞
・会長幹事慰労会のご案内です。日程は６
月22日、23日の一泊二日となります。今
回は被災地復興支援も兼ねて、福島県浜
通り近辺に宿泊します。

　詳細は来週の例会で報告致します。日程
のみ御予定おき下さい。

　また５月22日は夜間例会です。出欠の返
事が未だの方はご連絡下さい。

＜伊石次年度幹事＞
・来週15日　第４回被選理事会を例会終了
後　ビューホテル３Ｆ「両国の間」にて
行います。該当者の方はお忘れなき様、
宜しくお願い致します。

＜胴長おじさんの会　中村義英幹事＞
・鬼一二三先生からの連絡
　当クラブが支援した「カンボジア日本語
学校」の鬼一二三先生より次の連絡があ
りましたのでお知らせ致します。

①５月５日に開催の「第16回カンボジア日
本語スピーチコンテスト」で教え子が、
優勝されたとのことです。

②テレビ放送について
　５月10日㈮19時54分〜20時53分にテレビ
東京「世界ナゼそこに？日本人〜知られ
ざる波乱万丈伝」に鬼先生が出演されま
す。是非、ご覧ください。



卓　話

「未来を結ぶ〜ローターアクト活動〜」

・ローターアクトとは？
ローターアクトは 1960 年代の初頭、世界各地のロータリークラブの新世代育成を目的とした社会奉仕プ
ロジェクトの一環として開始されました。数十年の時が流れローターアクトは150カ国以上に広がる10代、
20 代を中心とした国際的組織に発展し、現在 7,300 のクラブに約 145,000 名の会員を保有しています。
地域社会のニーズに答え、友情や仕事の和を深めることを目的として活動しています。活動の目的として
は、国際ロータリーのご指導の元、地域のニーズを探して奉仕活動を行う事。そして、それらの活動を通
じて、将来の指導者を育成することです。これは一ロータリーの活動理念に準じたものとなっています。
歴史を積み重ねながら発展してきた団体でありますが、近年会員減少に悩まされている現状があります。
10 代、20 代の日本の若い力を持続発展させるためにも確実に推進し、次代につなげていくための模範と
なる組織作りが求められております。

それでは、2580 地区内のローターアクトクラブがどのような活動を行っているか、ご紹介したいと思い
ます。

・活動実績
2580 地区では、地域で求められている奉仕を行う事、ロータリークラブのサポートとなること、未来の
指導者を育てることの 3つを活動の柱に、それぞれのクラブが例会の内容を自分たちで考案し、活動を行っ
ています。この度は代表的な 3つのクラブをご紹介いたします。
①　まずは地域を大切にした活動をおこなっている東京池袋ローターアクトクラブです。池袋は、新宿、

渋谷と並ぶ山の手 3大副都心の一つ。池袋駅を中心に巨大な百貨店や専門店、飲食店などが点在して
います。池袋駅の一日平均乗降者数は約 271 万人（2007 年度）。そんな町であるローターアクトのメ
ンバーは考えました。人が集まるとこにはゴミがある。月に一度ゴミ拾いをおこなっております。

②　次はロータリークラブのサポートをしている東京荒川ローターアクトクラブです。毎年東京荒川ロー
タリークラブでは福祉まつりと荒川産業展にブースをだしていらっしやいますが、荒川ローターアク
トクラブは、企画段階からロータリークラブの皆様と一緒に会議に参加し、当日の設営、運営、撤収
もお手伝いをしています。また、荒川の一つの象徴である都電荒川線を借り切って、毎年都電荒川線
ツアーを行い、ロータリークラブの皆様をお招きしています。このように、お互いにサポートしあっ
て活動しています。

③　最後に東京ロータリークラブの提唱する束京ローターアクトクラブです。東京ローターアクトクラブ
では、ロータリーのメンバーの方を招いて、月一度卓話を行っています。各分野を代表する皆様のお
話を伺うことは、他では得がたい、貴重な経験となっています。

に完成です。相当に応援してあげないとダ
メです。

＜後上＞
・先日は歓迎会を開催いただきありがとうご
ざいました。今後とも宜しくお願いいたし
ます。

＜斎藤、海内、長沼、藤掛、上野、原田＞
・５月２日、臨時集合飲み会時の残金をニコ
ニコします。

＜髙木、伊石、岩田、折原、加藤＞
・お誕生日のお祝い有り難うございます。

＜小池、上野＞
・結婚記念日にお花を頂きありがとうございます。
＜立野＞
・風薫る五月ですが、まだまだ気温差のある
日が続きます。体調を崩さぬようくれぐれ
もご自愛下さい。

＜中村、藤掛、伊石、太田＞
・東日本大震災より２年、悲しみや苦難を乗
り越え絆新たに‼　頑張ろう東日本、立
ち上がれ日本‼

　2012−2013年度国際ロータリー
第2580地区幹事

中　村　陽　子　様



＜今週担当　大塚　清＞

・地区活動
次に地区全体で行っている活動についてご紹介いたします。
地区の役割とは、クラブからの要望を聞いて、クラブ単位では実現が難しい規模の大きい事業を行う事だ
と考えています。各クラブではどのようなニーズがあるのでしょうか。

例えば、私たちの所属している 2580 地区について他地区の人々に紹介したい。自分自身ももっと知りたい。
という要望に対しては、ロータリアンの皆様や、他地区の方々を招いて行う招待行事の開催をしています。
2011 年の東日本大震災の時は、クラブ単位で行うのではなく、もっと規模が大きく、長期間にわたって継
続できる復興活動を行いたいという声が多く聞こえました。それに応え、復興支援活動を企画し、継続し
ています。最後に、ロータリアンの皆様への活動報告という点では、年次大会の開催を行いました。

まず、招待行事に就いてご紹介いたしますと、年度が始まってすぐの 7月に、国会と皇居の見学を行いま
した。改めて国の中軸を見学し、気づいた点をポスターにまとめました。
また、12 月にはもう少し砕けたとバスツアーを開催いたしました。
これは、ロータリアンさんと、地区内外のアクターがグループになって、都バスの一日乗車券を持ち、地
区内の各地を飛び回る企画です。各グループにはあらかじめ指令書が渡されていて、そこには「スカイツリー
の写真を撮るように」とか「上野公園の芝生の上でみんなで集合写真をとるように」というような指令が
20余り記載されています。それらを制限時間内いくつクリアできるか競うイベントです。因みにこちらの
写真に写っているのは「雷門の前で風神、雷神のボーズで写真を撮る」という指令をこなしている図です。

また、東日本大震災以降、2580 地区では復興活動を行っています。初めは、ソーシャルネットワークを
通じて世界中のローターアクターに被災地への応援メッセージを送っていただいたものを編集して届けた
り、被災地へ赴いてがれき撤去や、炊き出し等を行っていました。

2012 年の 4 月には気仙沼南ロータリークラブのご協力を得て、気仙沼を訪れ、現地の商店街や社会福祉
協議会を訪問させていただいてからは、単なる資金や労働力の提供だけではなく、被災地にお金が落ちる
仕組みや将来的に現地の雇用に繋がるプランの重要性に気づきました。
９月末には再度、気仙沼を訪問し、現地の水産加工会社有限会社カト一様よリヒアリングと工場の見学をさ
せていただきました。同社は震災の影響により元請け会社が津波の被害に合い、仕事量が激減したことで新
しい販路の開拓を喫緊の課題とされていました。ローターアクトの気仙沼仕事創出プロジェクトにも強い関
心を持ってくださったことから、現在は東京での販路開拓・拡大のお手伝いをさせていただいています。
具体的には、ホームページを作成し、東京にいる人々に向けて食材の詰め合わせの定期購買プランを構築
しました。このプロジェクトをより多くの人々に知っていただくために、荒川の福祉祭りや、新木場のプ
ロレス会場にて、製品の販売を行っています。また、ロータリアンの方が経営する居酒屋さんをお借りし
て、「気仙沼を食す会」を開催し、実際に製品を味わいながら、ご紹介をさせていただきました。

本プロジェクトについては、小美野から詳しくお話をさせていただくかと存じますが、こちらは長期的な
取り組みとなりますので、是非今後ともローターアクトの支援活動にご理解とご協力をよろしくお願いい
たします。

最後に、年次大会です。今年度の年次大会は、3月 30 日に池袋のアカデミーホールで開催されました。
総登録者数 612 名、ご来場者数 228 名という前例になり盛大な式典になりました。各クラブや、地区の
発表を行った後、ロータリアンの皆様を交えてグループワークを行いました。「未来を結ぶRAC＝家族」
というテーマの下、ロータリーを家族に見立て、活動の中で家族のような絆を感じたエピソードを共有し
ました。

ローターアクトからロータリークラブにご提案がございます

提案①	ローターアクトにお手伝いできる事があれば、お声掛け下さい。
式典の設営などの力仕事、家族例会での子供を対象としたプログラムの進行など、何かお力になれること
があればお声掛け下さい。ローターアクトとしてもロータリーの方々の活動に参加できることは非常に嬉
しいことです。

提案②	会社社員・お子さんをローターアクトに入会を勧めてみてはいかがでしょうか？
今年度新しくできた東江戸川RACはロータリーの社員を中心とし、立ち上がりました。ロータリーのも
つ奉仕の心を社内に浸透させることもできます。また私たちの世代は様々なことに無関心な世代と言われ
ています。ローターアクトでは出会いの機会、成長の機会、懇親を通じ様々な機会があります。

提案③	ローターアクト活動にお越し下さい。
言葉でいくら聞いてもやはりイマイチ理解できない。そんな方がほとんどだと思います。
次年度の年次大会や招待行事のご案内させていただきますのでぜひご参加いただきたく思います。

最後になりますが、再来年に行われる全国ローターアクト研修会の告知をさせていただきたく思います。
全国ローターアクト研修会は全国のローターアクトが一同に集まる全国大会があります。再来年の 2013
− 2014 年度は当地区であります第 2580 地区がホストとなり開催されます。この大会を成功させるために
も、皆様のお力添えをお願いする事があるかと存じます。

今日はローターアクトに貴重な機会をいただきましてありがとうございます。今後ともローターアクトを
よろしくお願いいたします。


