
     

藤田守彦 会長 年度テーマ

＝先人に感謝、今日から、そして明日へ＝
ホップ、ステップ、ジャンプ！！
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第８５８回 例会Ｎｏ．４２ 平成 ２５年 ６月６日（木） 晴

■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「君が代」「奉仕の理想」

■ 出席報告 会員４４名中２０名出席

■ 出席率

■ 修正出席率

■ スピーカー

５０.００％   出席計算人数４０名

５月２３日  ９５.１２％

藤田守彦会長、伊藤博行さん

会長挨拶               

皆さん、こんにちは。

今週は「梅雨の中休み」で、五月晴れ

の日差しをタップリ浴びています。さ

て、いよいよ会長職も一ヶ月余りとな

りました。と言うよりも後、一ヶ月しか

なくなってしまいました。会長挨拶で

は「自分の思い」は会員の皆さんに伝わっているのか、

どうか。会長としての責務は果して来たのだろうかと、こ

こ最近思う時が有ります。

言葉を返すと年度当初は無我夢中で走って来て、ここに

来て、振り返る余裕が出来たという事でしょうか。いずれ

にしても、会長としての責務は最後まで努め上げなけれ

ばと思っております。

さて、ガバナー月信の６月号を御覧になりましたか?

様々な記事が掲載されていましたが、名古屋東分区に

新しいロータリークラブが出来る様です。

「名古屋アイリスロータリークラブ」という名称です。現在

は女性１２名、男性１９名で女性を中心としたクラブを目

指している様です。今月にはＲＩから設立承認がおりる様

です。そして仮例会を繰り返しながら、チャーターナイト

を迎える事になると思います。

事務局は置かずにＷＥＢ、ネットを中心に連絡を取り合う

との事です。色々な考え方は有りますが、事務局がない

部分誰かに負担が掛かる事は当然の事ですし、私の様

にＩＴが苦手の方は入会のチャンスが減るのではないか

と思っています。時間が解決してくれるとは思いますが。

名古屋栄 RC から現役ロータリアン、そして元ロータリア

ンが指導にあたるそうです。

名古屋市内では５年前に「中部名古屋未来ロータリーク

ラブ」が誕生して以来となります。

例会場は金山のクラウンプラザホテルですから、チャ－

ターナイトが終ったら、メークアップに行きたく思います。

６月の祝福
誕生日 結婚記念日

2 日 和田さん

5 日 中嶋さん 西川さん

6 日 吉田さん

9 日 岩田さん

10 日 永井さん

12 日 林博樹さん

16 日 水野さん

17 日 小菅さん

21 日 長谷川さん

ニコＢＯＸ
●本日は新入会員の伊藤博行さんより入会卓話と、クラ

ブフォーラムとして藤田守彦会長よりローターアクトにつ

いてお話を伺います。藤田会長、伊藤さん、宜しくお願い

致します。

岩田、加藤、柴田、磯部、西川、大岩、若原、成田、山崎、

高山、河原、亀井、伊藤 （敬称略）

藤田会長  残り一ヶ月、ガンバリます！！

大塚さん 会長・幹事御苦労様。あと 3 週間！！

田島さん 先日、金山から知多半島の先端 師崎まで走り

ました。最近、人間の可能性は無限だと感じるようになり

ました。

●今月は私の誕生月です。お祝いを有難うございます。

中嶋、水野 （敬称略）

本日合計 ４１，０００円

クラブフォーラム「ローターアクト」

（以下原稿はロータリージャパンウェブから転載）

会 長  藤田守彦

ローターアクトクラブ（ＲＡＣ）とは、18～30 歳（厳密には、

30歳になった後の6月30日まで）の若年成人を対象に、

奉仕を志向する市民と指導者を育成するため、ロータリ

ークラブ（ＲＣ）が提唱する世界的な団体です。地域社会

を基盤とするＲＡＣと、大学を基盤とするＲＡＣの2種類の

ＲＡＣがあり、1クラブは、少なくとも15人の創立会員でス

タートすることが望まれています。「ローターアクト（ＲＡ）」

の名称は、「ロータリー」（Rotary）と「行動」（Action）から

きています。



ローターアクトクラブの誕生

1960 年代に入って、世界中の青少年が、共に活動で

きるような組織をつくろう、という機運が高まりました。

1962 年、国際ロータリー（ＲＩ）理事会により、まずインタ

ーアクトプログラムが宣言され、インターアクトクラブ

（Interact Club、ＩＡＣ）が次々と世界各地に創立していき

ます。しかし、インターアクターは 14～18 歳の高校生の

年代が対象で、卒業と同時に会員資格が失効。これを継

続するものとして、1968 年 1 月に、当時のルーサー Ｈ.

ホッジスＲＩ会長により、「ローターアクト構想」が打ち出さ

れたのでした。

1968 年、ＲＩ理事会は、初めてＲＡＣの発足を認証。世

界最初のＲＡＣは、アメリカ・ノースカロライナ州ノースシ

ャーロットＲＣの提唱により、1968 年 3 月 13 日に結成さ

れた、ノースシャーロットＲＡＣです。

日本最初のローターアクトクラブ

日本最初のＲＡＣは、ノースシャーロットＲＡＣと同じ

1968 年に創立した埼玉県の国際商科大学ＲＡＣ（現川越

ＲＡＣ）です。当時の第357地区（埼玉県・千葉県 現在は

第2570地区・埼玉県）の川越ＲＣの提唱で、6月1日に発

足。創立会員 12 人、例会日は、毎週金曜日でスタートし

ました。

2009 年 9 月末現在、日本のローターアクトクラブの数

は 280、会員数は約 6,400 人です。

ローターアクトの目的

若い男女が、個々の能力の開発に当たって役立つ知

識や技能を高め、それぞれの地域社会における物質的

あるいは社会的なニーズと取り組み、「親睦と奉仕活動

を通じて」全世界の人々の間に、よりよい信頼関係を推

進するための機会を、提供することにあるとされていま

す。

この「親睦と奉仕活動を通じて」は、ローターアクター

の標語であり「奉仕を通じての親睦（Fellowship Through 

Service）」として採択されていますし、ＲＡのプログラムは、

この標語を中心として展開されます。

ローターアクトの目標

1 専門技術および指導能力を養成すること。

2 個人の価値を認める考え方に立脚して、他人の権利

を尊重する観念を養い、あらゆる有用な職業の道徳的

水準および品位を保持し推進すること。

3 若い人々に地域社会をはじめ世界各地のニーズと懸

念事項を提起する機会を提供すること。

4 提唱ロータリー・クラブと協力して活動にあたる機会を

提供すること。

5 ロータリーにおける将来の会員となるよう若い人々の

意欲を高めること（ロータリー章典 41.020.）。

つまり、こうした目標をもって、ローターアクターは 3

つの開発――専門知識、指導能力、奉仕プロジェクト、

に努めるプログラムを編成するのです。

（中略）

ローターアクトクラブとロータリークラブ

諸外国、特に南米では、ローターアクターからロータリ

アンになる比率が高いそうですが、日本でもローターア

クターがロータリアンになったという例はあります。

「ＲＡを提唱すると、お金がかかる」「つくった後の維持

が大変なのでは…」という考えが、ロータリアンにあるよ

うです。確かに提唱ＲＣは、ＲＡＣが結成されたときに、Ｒ

Ｉへ加盟金として米貨 50 ドルを納めたり、地区レベルの

研修会などが行われるときには、彼らの参加費用を負担

しなければなりません。しかし、ＲＡの会合に関する費用

は、ＲＡ自身の責務で担われることになっており、すべて

をＲＣが負担する義務はありません。

今日の若い人は、明日は地域社会の指導者です。ＲＩ

が唱え続けているＲＡの意義や、実際に素晴らしい活動

を行っている、若いＲＡの姿を思い起こし、ローターアク

トプログラムに参加してみてはいかがでしょう。

世界ローターアクト週間

1993年、ＲＩ理事会は、ＲＡの創立25周年を記念して、

3 月 13 日を含む 1 週間を、「世界ローターアクト週間

（World Rotaract Week）」に指定しました。

各ＲＣには、地元のＲＡＣとの共同プロジェクトや、親

睦活動に参加するよう、呼びかけを行っています。参加

により、ロータリアンは、ローターアクターから、若いエネ

ルギーや、新しいアイデア、労力を得ることができますし、

ローターアクターは、ロータリアンから深い知識や経験

を学ぶことができます。

アクトの日

「アクトの日」は、1984―85 年度の、アジア第1・3 ゾー

ン（当時、日本のすべての地区でこの 2 ゾーンが形成さ

れていました）ローターアクト地区代表者会議において、

ＲＡＣの全国統一事業を行うことを最終目的とし、「各地

区で同じ日、同じ時間に何かをやろう」として設定されま

した。

これを受けて日本国内では、ＲＡＣのアクトの「ク」と

「ト」にちなんで、9 月 10 日を「アクトの日」としています。

「アクトの日」が平日の場合は、その日に近い日曜日に

移動して行います。活動開始時間も、9 時 10 分となって

います。

新入会員卓話

伊藤博行

☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

◎６月１３日（木） 第８５９回例会 「臨時総会」

◎６月２０日（木） 第８６０回例会 例会変更

「会長幹事慰労例会・グルメ家族会」１８：３０～

       於： ラ グランターブル ドゥ キタムラ

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆


