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第1358回例会
会長　藤 掛 靖 元
幹事　伊 石 佳 高

本日の卓話

「健康に日々の生活を」
	 	 	 岡村　幸 様

今後の卓話予定

４/30	 休　　会
５/７	 「ビックデータが変えるビジネスの世界」	 東京品川中央R.C.　圷　昭二	様
５/14	 「キッコーマンの家訓に学ぶ」
	 	 	特定非営利活動法人 ファミリー・ビジネス・ネットワークジャパン　理事長　高梨一郎	様
５/21	 「東北復興支援にみる新しい官民連携のあり方」
	 	 	 一般社団法人RCF復興支援チーム　ディレクター 山本慎一郎	様
５/28	 「祭りと旅」	 東京浅草R.C.　宮本卯之助	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＞
・一昨日、東京浅草ロータリークラブ創立
50周年記念例会・祝賀会が行われました。
記念例会では第一部の式典の後、第二部
として50年の歩みとグローバルグランド
の活動報告が行われました。第三部の祝
賀会で神輿の渡御が行われれまして担ぎ
手として参加させていただきました。私
の出立は、鳥越神社十八カ町睦会の半纏

です。伊石幹事は蔵前神社青年部の正装で
す。本来は、神社の紋が入ってますので、
鳥越神社の神輿以外の神輿には着く事は出
来ません。今回は、御霊（みたま）が入っ
てませんので肩を入れたわけです。鳥越神
社の祭礼ではこの半纏は町神輿の警護や子
供神輿の渡御、催事等、町の中での祭礼に
関する行事の時に着用致します。御本社の
神輿の警護、連合渡御では、肩抜きとい

前回（4/16　1357 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

	 47 名	 3 名	 4 名	 37 名	 5 名	 88.10％	 1355 回例会修正　欠席 1名・出席率 97.67％

◆ゲスト 2名 東京江戸川ローターアクトクラブ幹事　石川　緑	様
	 	 東京池袋ローターアクトクラブ　クラブ奉仕委員長　長谷川　俊	様
◆ビジター 2名 東京浅草R.C.会長　岩崎　隆	様、幹事　田原　績	様

　　	 　　５日（39周年）	長沼ご夫妻 ・ ９日（39周年）小林（雅）ご夫妻
５月結婚記念日	 　　11日（39周年）	原田ご夫妻 ・ 11日（27周年）田村ご夫妻

	 　　11日（17周年） 馬場ご夫妻 ・ 27日（51周年）吉田ご夫妻
　	 　　28日（50周年） 宮村ご夫妻

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！



ニコニコボックス
＜東京浅草R.C.　岩崎　隆様＞
・一昨日の当クラブ50周年記念例会には貴ク
ラブより会長はじめ大勢様の参加を賜り誠
に有難うございました。お陰様で今年度最
大の行事を無事に終了する事ができました。
感謝。

＜藤掛会長、潮田幹事代行＞
・石川緑さん、長谷川俊さん、本日の卓話よ
ろしくお願い致します。

＜藤田、大塚、太田、宮村、原田、尾泉、海内、山尾＞
・本日の卓話「ローターアクトに入会して」
　東京江戸川ローターアクトクラブ
　　　　　　　幹事　石 川 　緑	様

　
東京池袋ローターアクトクラブ
　　　　　　　会員　長谷川　俊	様

　よろしくお願い致します。
＜長月会参加者一同＞
・長月会の残金をニコニコします。
＜炉辺会　Ｃグループ一同＞
・Ｃグループ炉辺会の残金をニコニコ致します。
＜柘、中村＞
・新緑のきれいな時季になりました。新入
生・新入社員も頑張っています。我々も体
をケアして肉体的・精神的にも若々しく頑
張っていきましょう。

委員会報告
＜潮田次年度幹事＞
・各委員会の新旧引継ぎをよろしくお願い致
します。

・次年度事業計画書の提出を５月末日まで、
潮田宛よろしくお願いいたします。データ
での提出にご協力願います。

＜職業奉仕委員会　園部副委員長＞
・４月23日の「100年企業見学会」の費用
の御集金を23日例会前にさせて頂きます。
よろしくお願い致します。

・地区職業奉仕委員会公開講座のご案内です。
日　時：５月16日（金）18時開場
　　　　　　　　　　　18：30〜20：00
会　場：東京商工会議所　７階　国際会議室
　　　　東京都千代田区丸の内3-2-2

TEL.	03-3283-7680
　http://www.tokyo-cci.or.jp/facility/access/

講演内容：「渋沢栄一から読み解く　21 世紀の
経営者精神・これからのロータリー」

　　　　講師：一橋大学大学院商学研究科
教授　田 中 一 弘 氏

登録料：お一人　2,000円（当日お持ちください）

　ご参加の程よろしくお願い致します。

幹事報告＜潮田幹事代行＞
・東京臨海東R.C.より例会休会のお知らせが

きております。クラブ事務所でご確認くだ
さい。

う正装に着替えます。このあたりにつき
ましては祭礼が近づいた時期に時間があ
りましたら触れたいと思います。開式前
に渡御のリハーサルがありました。その
時はそれほどでもなかったのですが、い
ざ本番、祭りの装束に着替え、掛け声と
ともに神輿についた瞬間、担ぎ手全員の
心が一気に祭りモードにチェンジ。ガバ
ナーはじめご来賓の方々の拍手の中、こ

こぞとばかり自分でも不思議な程の盛り上
がりでした。東京浅草ロータリークラブの
担ぎ手の方々と心が一つになったのを強く
感じました。三社、鳥越、蔵前、須賀各神
社の方々と一つの神輿を担ぐことは絶対に
ありえない事です。私にとりましても大変
貴重な体験をさせていただきました事を感
謝申し上げたいと思います。



卓　話

「ローターアクトに入会して」

　皆さんはメキシコに行ったことはありますか？
　私はロータリー青少年交換留学生として 2007 年から 2008 年の一年間をメキシコで『小さな親善
大使』として現地の人達と一緒に生活をし、現地の方々に日本の文化を教え、現地の方々からメキ
シコの文化を学んできました。出会いを大切にし、些細な事にくよくよせず、常に前向きで明るく
生活をし、言葉や習慣の違う日本人のわたしにも分け隔てなく暖かく接してくれるメキシコの全て
が大好きになりました。異文化と接することは、国際理解と平和を促進する最も効果的な方法だと
感じました．
　帰国後、ローテックスとして活動してきました。ローテックスは青少年交換プログラムを無事に
終了した学生で構成されており、主に大学生が中心となり活動をしています。自分たちの経験を踏
まえてアドバイスをし、来日学生や派遣予定学生が平和の親善大使としての仕事を全うできるよう
微力ながらお手伝いをさせて頂きました。2580 地区でのローテックス活動は帰国後の 3年間です．
ローテックスを卒業後、縁あって現在東京江戸川ローターアクトクラブで活動をしています。ロー
テックスを卒業後、今まで多くのことを学ばせて頂いたロータリアンの方々と一緒にロータリー活
動をしていきたいと思い、ローターアクトに参加きせて頂きました。
　ローターアクトには 4つの利点があると思います。1，『出会い』です。（出会いは待っていても訪
れるものではありません。自ら行動し、変革し、努力した人に送られる宝物です。）2，『成長』です。
（ローターアクトでは自分とは違う知識を持つ人達に出会う事により、自身の知識や考え方が養わ
れ、自分を大きく成長させる事ができます。）3．『感動』です。（その多くの仲間と企画をした事を
やり遂げ、それを共有できる感動は忘れられません．）4．『親睦』です。（多くの人に出会い、気兼
ねなく話が出来る機会があります。気づけばたくさんの仲間が出来ているはずです。）
　現在 2580 地区のローターアクトクラブは 11 クラブで活動を行っています。11 月には当地区の懇
親イベントとして山手線ツアーを企画いたしました。山手線ツアーは東京という地域性を措かし、
各地区・各クラブ同士の親睦を深め、「奉仕の輪」を広げることができるような活動、また、ロー
タリアンとローターアクト相互の交流の場とし、「親睦・友好」のさらなる発展に繋がるよう企画
いたしました．当日は約 60 人もの方にご参加頂きました．
　12 月東京江戸川 RAC・東京東江戸川 RAC・東京東 RACの３クラブ合同企画として荒川クリー
ンエイドを開催し荒川の河川敷での清掃活動を行いました。
　そして、3月 15 日・16 日の 2 日間を通し今年度最大の活動である全国ローターアクト研修会を
開催致しました。テーマは「日本のリーダー」。地方に光を当て、社会をわくわくさせるような全
国で活躍するローターアクトに自身の仕事に対する哲学や想いを発信出来る場を提供し、地区や世
代を超えて若者の想いに対する意見交換ができる場といたしました・当日は全国から多くのロータ
リアン、ローターアクトに参加して頂きました。
　ローターアクトは 18 歳〜 30 戚までの 12 年間です。限られた期間の中に成長する機会を見つけ
ていかなくてはなりません。毎年の活動や個人個人の役割分担の中にそういった機会を探し、そし
て友情を育んでいくのがローターアクトクラブだと思います・貴クラブから新しいローターアクト
クラブが設立することは 2580 地区のローターアクトの更なる飛躍に繋がると思います。今年度の
地区ターゲットは「極」です。ローターアクトを極め、奉仕を通じて多くの人達との親睦を極めて
いきたいです。

　東京江戸川ローターアクトクラブ　幹事

石　川　　　緑　様



＜今週担当　山尾尚司＞

　東京池袋ローターアクトクラブ　会員

長谷川　　　俊　様

１．ローターアクトクラブ（以下ＲＡＣ）概要
・現在2580地区には11クラブが存在。
・ＲＡＣの標語は『奉仕を通じての親睦』。
・ＲＡＣ定例会は月２回、開催日時は各クラブによって異なる。
　ロータリアン様に対してもメーキャップを発行。
・ＲＡＣにも地区役員、代表が存在。地区ターゲットは『極』。
・ＲＡＣの委員会は、社会奉仕、国際奉仕、クラブ奉仕、専門知識の４つの委員会が
存在。

２．第 2660 地区（大阪北部）での活動報告
・地区活動は日本赤十字と連携し、献血呼びかけを不定期に行う。
・「わんぱく文庫」と題し、目の見えない子どもたちに大阪府立図書館にて読み聞か
せを行う。またクリスマス会を開催。点字のクリスマスカードを進呈。

・「わんぱく遠足」と題し、子どもたち、保護者、台北百城ＲＡＣ、第2660地区有志
とともに大型バス２台を借り切り、総勢約100名で遠足。場所は六甲山牧場（兵庫
県）。

・台北百城ＲＡＣとの友好クラブ提携。合同例会を開催。
・京都北ＲＡＣとともに、地区をまたいだ合同例会を開催。
・ニコニコキャンプ開催。総勢50名の小学生に自然体験。場所は紀泉わいわい村（大
阪府）。

３．ＲＡＣに入っての感想、まとめ
・ＲＡＣの魅力は主に２つ。「社会貢献ができること」「社会に対して意識の高い友
人ができること」。

・皆様へのお願いは、「周りに18歳〜30歳までの方がいればご紹介頂きたいこと」、
「東京浅草中央ＲＡＣをぜひ創設してほしいこと」。

「ローターアクトに入会して」


