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第1328回例会
会長　藤 掛 靖 元
幹事　伊 石 佳 高

本日の卓話

今後の卓話予定

「ガバナー公式訪問」
	 	 	 クラブ協議会

９/18	 家訓に学ぶ「稼業は進歩に順ずべし」	 株式会社	龜屋	代表取締役
	 	 	 川越ロータリークラブ前年度会長　山崎嘉正様
９/25	 「尖閣諸島問題」	 横浜市立大学　名誉教授　矢吹　晋様
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　2013ー 2014年度テーマ
R . I . テ ー マ	 「ロータリーを実践し　みんなに豊かな人生を」
	 	 R . I . 会 長	 ロン	D・バートン
	 	 地区ガバナー	 吉 　田　建　二
クラブテーマ	 「参加し行動しよう」	
	 	 クラブ会長	 藤 　掛　靖　元

会長報告＜藤掛会長＞
・８月29日開催　第５回気仙沼を食す会について
　宮村さんの御子息がオーナーの門前仲町
「ガブリエ」にて、第５回気仙沼を食す会
が盛況に開催されました。気仙沼市役所よ
り１名、ロータリアン26名（当クラブより

11名）、ローターアクト13名、総勢40名が
参加されました。ローターアクトの活動を
理解するうえで大変良い交流の機会であり、
気仙沼の食材とお酒を味わい、被災地復興
にも協力できる一石三鳥の会です。また是
非機会があればご参加願いたいと思います。

幹事報告＜伊石幹事＞
・本日例会終了後に第３回理事・役員会を
クラブ事務所にて行います。理事・役員の
方はご出席をお願いします。

・ローターアクトの１年間の活動報告が来て
おります。クラブ事務所にてご確認下さい。

・那覇西RCよりサンゴ植付プロジェクトの

案内が来ております。詳しくはクラブ事務
所にてご確認下さい。
・本日、11月11日㈪開催のIM合同例会の出
欠を回覧させて頂きます。ご参加の程宜し
くお願い致します。
・来週９月11日㈬開催のクラブ協議会・ガバ
ナー公式訪問の説明。

前回（９/４　1327 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！

	 45 名	 3 名	 ３名	 37 名	 4 名	 90.24％	 1325 回例会修正　欠席 2名・出席率 95％

◆ゲスト ３名 　元米山奨学生　チョン・チヒョン	様
 　 米山留学生　モハマド・アズ・リンダ	様
  　東京池袋ローターアクト　小美野義一	様
◆ビジター ０名 



委員会報告
＜職業奉仕委員会　海内委員＞
・今年度地区職業奉仕委員会は、最終目標とし
て職業奉仕を平易な文章とイラスト等を交え
たわかりやすい表現で解説する冊子を完成さ
せるため、まず職業奉仕への委員自体の理解
を深める為の勉強会を委員会ごとに行ってい
ます。

　この冊子は、今まで第2580地区には無かった
もので、各クラブにおける勉強会は勿論、新
入会員研修などでも活用できるものです。

　昨日第５回目の委員会を行いましたが、この委
員会のほか、年度内に職業奉仕のまつわる２
回の公開講座を開く予定になっております。

　第１回は来たる９月25日㈬17：00〜19：00の
予定でこの浅草ビューホテル四階「飛翔の
間」にて開催されます。

　講師は三井文庫常務理事で、数多くの著作
があります由井恒彦さんで、講演内容は「日
本における　商人の道と心」と題して歴史的
に見られる我が国の商人たちが、どのような
心根で商売を行っていたのかといった点を
中心に、古き時代における商道徳と現代の
商業奉仕についてお話いただきます。

　登録料は当日集金で三千円ですが、ガバナー
事務所への事前登録が必要です。

　ご希望の方は、私、海内か長沼さん、もしくは
事務局の久保田さんにお話いただければ、手
続きいたしますので、宜しくお願い致します。

＜胴長おじさんの会　長島会長、中村副会長＞
・カンボジアからの留学生オン・ティテェロ君
の授業料支援を目的とした「胴長おじさんの
会」も同君が立命館アジア太平洋学部を無事
に卒業したので、解散することになりました。
つきましては、寄付残金	131,385円を当クラブ
に寄贈いたします。

＜服食同遊会　斎藤代表 他＞
・第１回服食同遊会のご案内
　　　　　　　10月２日㈬午後４時〜

Ⅰ部　㈱アラミス東京営業本部
　　　　江東区塩浜2-40-20	7F
　　　　TEL.	03 - 6679 -2001

テーマ：今秋冬物の紳士ファッションの
　　　　傾向について
特別展示即売会：アラミス・秋冬物の特売

午後４時〜６時まで

Ⅱ部　江東区門前仲町2-9-5　あずまビル2Ｆ
　　　　TEL.	03 -3820 -2522

会食：和牛専門「牛和鹿」（うしわか）本店
午後６時30分〜８時30分まで

＜審議事項＞
１．８月度会計報告………………………承認

＜協議事項＞
１．ガバナー公式訪問クラブ協議会について
　　	……………………………… 会長より説明
２．復興市について
　　	……………… メーキャップとしてあつかう
３．増強ツール「例会への招待カード」について
　　	……………… 増強、個人のＲＣ名刺作製

＜報告事項＞
１．IMについて	 ………………………………
	 テーブルマスター：尾泉会員、渡辺会員
　　書記：加藤会員、立野会員
２．炉辺について（11月20日に炉辺報告をい

たします。）………………………………
　　ロータリー情報委員会にて取りまとめ

2013年〜2014年度　第３回理事・役員会報告



　「未来を結ぶローターアクト活動」

　みなさん初めまして。私はローターアク

トの直前地区代表をさせていただきます小

美野義一と申します。ローターアクト活動

を通じ様々な成長する機会をいただいてお

ります。皆様にお話しする機会を大変嬉し

く思います。今日はどうぞよろしくお願い

します。

ローターアクト（RAC）とは

それでは RAC（ローターアクト）につい

てご説明させていただこうと思います。

RAC（ローターアクト）の対象は 18 歳か

国際ロータリー第 2580 地区
ローターアクト東京北部・沖縄
直前地区RA代表

小美野　義　一 様

卓　話

ニコニコボックス
＜藤掛、伊石＞
・小美野さん、本日の卓話よろしくお願い致
します。

＜斎藤、海内、山尾、宮村、上原＞
・本日の卓話「未来を結ぶローターアクト活動」
地区ローターアクトパスト会長小美野義一様、
宜しくお願い致します。

＜上野、小林（雅）、藤田、原田＞
・お誕生日のお祝いをして戴き、有難うござ
いました。

＜長島、天笠、太田、斎藤、大塚、後上、井田、
中村＞

・９月７日IOC総会　2020年オリンピック開
催都市に東京が決まりますように。

＜長島＞
・いつも留守がちでごめんなさい。

＜園部＞
・結婚記念日に花束を戴きまして誠に有難う
ございました。

＜小池＞
・「スーパーセル」出現被害に遭われた方、
復旧に頑張って下さい。

＜原田、山尾＞
・藤掛さん、土曜日は大変お世話になりまし
た。もてなしの心を、改めて勉強しました。

＜藤掛＞
・宮村さん、先日の「気仙沼を食す会」大変
お世話になりました。ありがとうございま
した。

＜藤掛、伊石、園部＞
・チョン・チヒョン君、就職おめでとうござ
います。



ら 30 歳までの青年男女の集まりです。そ

の中には学生もいれば社会人もおり、幅が

広いです。12 歳、年の差があるんですけ

れども、互いを尊重し皆で協力し合いなが

ら、活動をしております。

第 2580 地区ローターアクトの現状とし

ては、地区の中に 7 クラブ RAC が存在

いたします。それは東京 RAC、東京荒川

RAC、東京池袋 RAC、東京東 RAC、東

京江戸川 RAC、那覇 RAC、那覇西 RAC、

そして去年は那覇北 RAC、嘉悦大学 RAC

ができました。実際には地区の中には 71

クラブがあって提唱しているクラブが 10

クラブです。これはちょっと少ないのでは

ないかなと感じています。そして新規設立

する予定、新規設立したいというクラブは

東京ワセダ RAC です。地区ローターアク

トの人数は合計 100 名ほどです。正確な人

数ではないのですが、今も RAC の人数は

増えており勢いのあるメンバー、個性溢れ

るメンバーがたくさんいます。それでは実

際に RAC がどのような活動をしているの

かというのを紹介します。

ローターアクトクラブの活動

次に各クラブ単位でおこなっている RAC

の活動を紹介したいと思います。私は東京

池袋 RAC に所属しております。こちらで

は自分たちで地域に出来ることは何なのか

を考えてその中でボランティアの原点はご

み拾いという結論にたどり着きごみ拾いを

いたしました。

ごみ拾いというのはボランティアをしてい

く中で凄く目に見えやすい、成果が目に

見えやすく 2 時間駅近くを回ると本当にた

くさんのごみが落ちています。また駅から

離れると何ヶ月も放置されたようなごみが

あったりします。数時間で集めたごみが町

中にあったのかと思うとまだまだ出来るこ

とはあるんじゃないかと感じました。もう

一つ目は東京荒川 RAC の活動です。こち

らのクラブでは RC のサポートをしていま

す。お祭であるとか地域のブースを出すよ

うなイベントで実際に RAC が足を運んで

サポートをしています。RC がやる何かの

活動でも RAC は人道的なサポートとして

動いています。もうひとつが東京 RAC で

す。定期的に卓話者を招いて食事をしなが

らお話を聞き、自分達の人生の糧にしてい

こうという活動をしています。これは RC

の例会に凄く似ているかなと感じます。こ

ういうロータリークラブをお手本とした活

動が未来のロータリアンを育成しているの

だと感じます。

私がローターアクト活動して行く中で、

RAC の可能性についてお話したいと思い

ます。地域貢献と RC サポート、未来の

ロータリアン育成と 3 つの視点での活動を

紹介しましたが、RAC を提唱していない

クラブにもお手伝いをさせていただきたい

と思います。地域貢献で何かをやるのにも

人の手が必要であったり、そういうとき

には RAC にお声をかけていただければと

思います。RC のサポート活動していく中



で、RC の皆さんと交わることでたくさん

の得るものがあります。そういう意味でも

RAC にとって貴重な経験になると思いま

す。未来のロータリアン育成も卒業したあ

と今後生きていく中で地域貢献や人のため

に何かしたいと思ったときに RC が選択肢

に入ってくると思います。卒業生の中にも

RC が大好きな方もたくさんいて良くして

いただいたという声もたくさん聞いていま

す。そういう人間が増えて行けばクラブの

人数もどんどん増えていくんじゃないかと

思います。

また、RAC は全世界にあります。150 を

超える国にあり全世界だと 18 万人の規模

になります。僕が活動していて感じるのは、

日本全国で 20 代を中心とした団体は RAC

しかないと感じています。JC であったり

JA であったり、商工会青年部であったり、

地域に何かしようと思う人間は

30 代が多い気がします。RAC の場合は 18

から 30 まで、20 代を中心として全国展開

している組織は本当に RAC しかありませ

ん。実際にイベントを開催しようとしたと

きに、小学生を呼べば親が来る、学校に頼

めば生徒が来る、ですが 20 代っていうの

は集まりにくい年代なんじゃないかなと感

じています。20 代の人を集めるには同年

代が声をかけるのが良いと僕は考えていま

す。ですので、20 代という団体の組織と

RC という組織でお互いに手を取り合って

何か出来れば他団体にはできないものが出

来ると僕は感じます。

ローターアクトはおもしろい

魅力① 個性溢れるメンバー

ローターアクトには 18 〜 30 歳を対象とし

ておりますが、とても個性のあるメンバー

がたくさんおります。絵を書ける人もいれ

ば、５ヶ国語話せる人もいる、外国人もい

れば起業家もいる。様々な世代の若者たち

がローターアクトに価値を持ち活動してい

る。様々な人が活動することがローターア

クトの魅力の一つです。

魅力② 一生懸命 本気になる。

私たちの世代はお金を使わない世代だと言

われております。良い車に乗りたがらない、

タバコを吸わない、お酒を飲まない、おネェ

ちゃん遊びをしない。何が楽しいのか？　

良く聞かれます。とても真面目です。自己

の損得を考えず今私たちが自己への投資、

人のためにできることをやりたいと真剣に

考えているメンバーが多いです。一生懸

命頑張る姿は輝いて見えます。そんなロー

ターアクトアクトに携わると元気をもらえ

ると思います。

魅力③ 品格ある女性

人のために何かをしたいいう心をもった女

性はとても素晴らしいです。ローターアク

トは他団体に比べると女性が多く在籍し、

女性が活躍できる団体であります。過去の

地区代表、会長を見てみますと 30% 以上

が女性がリーダーになっております。歴史

ある日本の団体としては珍しいですが、そ



＜今週担当　松本勝太郎＞

れもローターアクトの魅力です。

ロータリアンの皆様へお願い

①社員、お子さんをアクトに入会を勧めて

みてはいかがでしょう？

私たちの世代は会社と自宅の行き来にて少

なくなる交友関係、価値観が狭まっていき

ます。ローターアクトに関しては交友関係

がどんどん広くなります。それも同世代に

限らずロータリアンともつながり、多くの

ことを学ぶことができます。

②ローターアクトに協力を依頼してみては

いかがでしょう？

皆様の活動で若い力が必要な事業はありま

せんか？　また事業をおこなう際に 20 代

世代を呼びたいと思うことはありません

か？　私たちとしては様々な事業を経験で

きる機会、学びの機会をいただけるのは大

変嬉しいことです。

③ローターアクトを作ることを考えてみて

はいかがでしょう？

ローターアクトを作ることは難しいことで

はありません。10 〜 15 名の 18 〜 30 歳ま

でのメンバー、会長の署名、ガバナーの署

名、RI へ 5000 円支払えば新たにローター

アクトを設立することができます。みなさ

んのクラブでインターアクト、交換留学生、

米山奨学生などのメンバー、会社員、お子

さんを対象とすれば 10 〜 15 名の若い世代

は集まりやすいと思います。今までみなさ

んが支援してきた若い世代の受け皿として

ローターアクトを作るのも良いのではない

でしょうか。

第 26 回全国ローターアクト研修会 東京大会

当地区では今年度の 3 月 15 〜 19 日に全国

研修会というものがございます。これは全

国の RAC が一同に会した大会がございま

して、それが 2013 − 2014 年度に 2580 地

区で開催されます。東京・沖縄がホストす

る大会を非常に楽しみにしているメンバー

が日本中にいます。RAC のメンバーは若

くて個性豊かなメンバーがたくさんおりま

すが、まだまだ未熟な部分があるんじゃな

いかなと感じています。みなさん野球は好

きだと思います。RAC も完璧な人間では

なくて社会人としても足りない部分がたく

さんあっても彼らが本気になってこの大会

を作り上げると覚悟を決め、本気で取り組

んだとき思いのこめたものが次年度に出来

るのではないかと思います。そういう姿を

見ていただきたい、 RA メンバーの思いに

触れていただければと思います。自分達が

本気になってやり、完璧ではないけども感

動を生む大会になるのではないかなと思い

ます。みなさんにお願いがございます。僕

は大会をやる際にはロータリアンと RAC

ひとつになってこそ第 2580 地区だと感じ

ています。ぜひとも多くの皆様へご参加、

ご登録いただければと思います。本日はあ

りがとうございました


