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第1373回例会
会長　尾 泉 良 和
幹事　潮 田 幸 一

本日の卓話

「加齢黄斑変性症について」
	 	 	 もりちか眼科クリニック　院長　森近千都様

今後の卓話予定
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　2014ー 2015年度テーマ
R . I . テ ー マ	 「ロータリーに輝きを」
	 	 R . I . 会 長	 ゲイリーC.K. ホァン
	 	 地区ガバナー	 鈴 　木　孝　雄
クラブテーマ	 「全員参加で楽しく」	
	 	 クラブ会長	 尾 　泉　良　和

会長報告＜尾泉会長＞
・本日の卓話は、「ローターアクトを提唱する
にあたり」というテーマで、東京池袋ロータ
ーアクトクラブ小美野義一さん、東京荒川ロ
ーターアクトクラブ福田一輝さんにお願いし

前回（8/6　1372 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

	 46 名	 1 名	 2 名	 36 名	 7 名	 83.72％	 1370 回例会修正　欠席 2名・出席率 95.35％

◆ゲスト 2名 	東京池袋ローターアクトクラブ　小美野　義一	様	
  東京荒川ローターアクトクラブ　福田　一輝	様
◆ビジター 2名 東京江北R.C.　岩城　　武	様
	 	 東京浅草R.C.　小林　正己	様

幹事報告＜潮田幹事＞
・来週（８／13）の例会は休会です。お間
違えのないよう宜しくお願い致します。
・本日例会終了後、クラブ事務所にて、第
２回「理事役員会」を行います。宜しく
お願い致します。
・東京足立RCより「例会変更のお知らせ」
が届いております。クラブ事務所にてご

てあります。どうぞ宜しくお願いします。
・８月は会員増強月間ですので、皆様の周囲に
ロータリークラブに興味を示す方がいらっ
しゃれば、インビテイションカードを利用して、
例会の見学に誘っていただければと思います。

８/27	 「演劇界裏話」	 元東宝㈱演劇部プロデューサー　臼杵吉春様

確認願います。
・東京神田RCより「創立50周年記念誌」が
届いております。クラブ事務所で御覧下
さい。
・「第13回ロータリー全国囲碁大会」のご
案内が届いております。クラブ事務所に
てご確認願います。

年間100％出席	 　　　　　　　　　　　　　　　山 尾 尚 司 君　11回



ニコニコボックス
＜尾泉会長、潮田幹事＞
・小美野義一様、福田一輝様、本日の卓話よ
ろしくお願い致します。

＜斎藤、岩戸、山尾、宮村、原田、藤掛＞
・本日の卓話「ローターアクトを提唱するに
あたり」小美野義一様、福田一輝様。宜し
くお願いします。

＜長沼、大塚、関原、太田、藤田、植木＞
・株式会社日本ビューホテル、東証２部上場
おめでとうございます。益々のご発展をお
祈り致します。

＜上原、柘＞
・次週８月13日はお盆休みで休会です。お出
かけは気をつけて。

＜小池＞
・おかげ様で、７月23日東証２部上場いたし
ました。これからもご指導ご鞭撻の程、よ
ろしくお願い申し上げます。

＜山尾＞
・立野さん、花やしきではお世話になりまし
た。子供たちも大変喜んでおりました。

＜藤掛、上野＞
・小林博さん、昨日は「食べ歩きの会」にお
招きいただき、ありがとうございました。
また１年半後に予約がとれましたら、お声
掛け下さい。

＜天笠＞
・明日のゴルフ同好会（大洗Ｇ）、暑いです
ので熱中症にならないように気をつけて下
さい。

＜天笠＞
・明日のゴルフ同好会（大洗Ｇ）、暑いです
ので熱中症にならないように気をつけて下
さい。

＜小池、斎藤＞
・お誕生日のお祝いをして戴き、有難うござ
いました。

委員会報告
＜地区青少年奉仕委員会　藤掛副委員長＞
・51回インターアクト年次大会に参加して
　８月３日日曜日インターアクト年次大会が
日暮里のホテルラングウッドにて開催され
ました。斎藤さんと私が出席いたしまし
た。このインターアクト年次大会はロータ
リーの地区大会に相当するものです。開会
式の後各インターアクトクラブの活動報告
を経て、約90名の参加インターアクターが

10のグループに分かれ大会テーマ「おもて
なしの心とは」についてディスカッション
を行いました。各グループの意見を一つに
集約すると「相手の事を思う心。そのため
に相手の事をより理解することが大切であ
る。」将にこれはロータリー精神（ゴール	
デンルール）そのものではないですか。純
粋に真剣に取り組むインターアクターの姿
に感銘を受けた一日でした。

第2回理事・役員会報告

＜審議事項＞

１．７月度会計報告………………………承認
２．前年度会計決算報告…………………承認
＜協議事項＞

１．友好クラブについて	 ………………………

　　	創立30周年記念事業実行委員会にて検討
＜報告事項＞

１．会長ノミニー（次次年度会長候補）につ
いて………渡辺丈樹会員が指名された。



卓　　話

国際ロータリー第 2580 地区ローターアクト	パスト代表
東京池袋ローターアクトクラブ

小美野　義一　様

東京荒川ローターアクトクラブ

福田　一輝　様

「ローターアクトを提唱するにあたり」

ローターアクトをご存知ですか？
　ローターアクトはロータリーでいう交換留学生の支援をしているローテックスや、高校生で
構成されたインターアクトと同じ新世代といわれるくくり入ります。知る人は少ないですが、
ローターアクトは激動の時代の中急速に発展してきました。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 10 代、20 代を中心とした国際的組織に発展し、150 ヶ国以上に存
在し、7,300 のクラブ、約 145,000 名の会員がおり、地域社会のニーズに応え、友情や仕事の和
を深めようとする青年男女（18~30 歳）の集まりです。長い年月をかけ発展してきた歴史ある
団体でありますが、近年会員減少に悩まされているのではないでしょうか。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。
活動実績
　まずは東京池袋ローターアクトクラブ！　地域を大切にした活動をおこなっている東京池袋
ローターアクトの活動です。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、飲食店などが局在する。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。ゴミ拾いをおこなっております。
　次はロータリークラブのサポートをしている荒川ローターアクトクラブです。毎年荒川ロー
タリークラブでは福祉イベントにてブースを出しております。ブースを出すにも設営、運営、
撤収と人手が必要であり、荒川ローターアクトではそのお手伝いをしております。お互いにサ
ポートしあって活動しています。
　最後に東京ロータリークラブの提唱する東京ローターアクトクラブです。東京ローターアク
トには他クラブとは違う伝統があります。ロータリーのメンバーを招いて卓話を聞き食事をい
たします。とてもロータリークラブに近い活動をしています。東京ローターアクトは未来のロー
タリアンを育てる活動をおこなっています。
　以上のことから、ローターアクトは自分たちで考えて率先して行動できるということ、ロー



タリークラブのサポートとなること、未来のロータリアンを育てるということであります。
ローターアクト世代の魅力
　ローターアクトの魅力の 1つ目は、個性あふれるキャラクターがいることです。18 歳〜 30
歳の青年男女の中にはさまざまな若者がいます。自分で会社を興した人や雇われている人、フ
リーターやニート、そして学生もいます。特殊なスキルを持った人もたくさんいます。たくさ
んの個性あふれる人たちが一つの団体に興味を持って運動している。それがローターアクトの
魅力ではないかと思います。
　魅力の 2つ目は、やさしくて真面目なことです。「今の若者は草食系男子だ」とか「競争力が
足りない」とか言われますが、逆に言えば、相手を尊重し、その中でいいものをつくっていこ
うという話し合いができるいい世代がローターアクトの世代なのではないかと思います。今の
若い世代は、	たばこも吸わない、お酒もあまり飲まない、お姉ちゃん遊びもしないし車もあま
り乗らない、お金を使わない世代と言われています。それでも君たちは楽しいのかと聞かれた
りしますが、こうやって仲間同士で集まって事業やボランティアをして懇親を深めることはす
ごく楽しいです。それがローターアクトの良さではないかと思います。
　魅力の 3つ目は、一生懸命本気になるということです。ローターアクトのメンバーはとても
純粋で、何か事業をやろうと思ったときには、みんなで一生懸命考えて会議をして徹夜になる
こともあります。自分たちのできる限りのことを一生懸命やります。
設立するにあたり必要なもの
ローターアクト名簿（10 名以上）、提唱RC会長の署名、ガバナーの署名、50 ドル
必要備品	:	ローターアクト旗（3− 4万円）、ローターアクト鐘（4万円）、ローターアクトバッ
ジ（400 円）
お金の使い道
地区分担金	3 万円	・・・第 2580 地区ローターアクトへの分担金
例会費・会議費・・・月に２回の例会、スタッフ会などをおこなう会場が必要
積立金・・・周年事業のための準備金や不測の事態に備え確保すると良い
各種大会の補助・・・全国研修会（2012 − 2013	熊本・大分、2013 − 2014	東京北部・沖縄、
2014 − 2015	福島、2015 − 2016	京都・福井・滋賀・奈良、2016 − 2017	岐阜・三重）
関東ブロック研修会（2012 − 2013	千葉、2013 − 2014	茨城、2014 − 2015	神奈川西部）	※一泊
二日
年次大会（各 33 地区で開催）	※友好地区に参加
最後に
　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。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、彼らが目標を持ち本気になり取り組んだとき、思いのこめた事業が
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、	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事業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がひとつになっ
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アクトの事業へご参加いただけれ
ばと思います。本日はありがとうございました。

＜今週担当　後上　清＞


