
第 1258 回例会　　2012 年 9月 19 日

本日のソングリーダー　佐々木　通博会員

①お礼状が２件届いておりますのでご紹介します。
　石川ガバナーより公式訪問に際して、日韓親善会
議実行委員会より、去る８月31日・９月１日に開
催されました日韓親善会議への出席に際して。

　会 長 報 告

①本年度の予算書につきまして修正致しましたもの
を本日メールボックスにお配り致しております。
お手許の活動計画書の予算書とお差替えをお願い
します。
②クールビーズは９月で終了、10月の例会よりネク
タイ着用でお願いします。

　幹 事 報 告

■ゲスト
　2580 地区地区幹事・東京ローターアクトクラブ所属
� 中村　陽子様　　　

稲川会員／先週、ガバナー公式訪問をぶじ終了する
ことができました。ご協力に感謝いたします。

渡辺会員／本日仕事で早退をさせて頂きます。申し
訳ありません。

浅原会員／皆出席表彰有難度う御座居ました。冥途
へ行くまで続けたい！

滝澤会員／来週は休ませて頂きます。

ニコニコ BOX   

次回のプログラム
　移動例会復興支援バス旅行
　　　福島・東山温泉「御宿　東鳳」

本日のプログラム
　例　会  12：30 ～ 13：30　       
　卓　話　2580 地区・青少年交換の現況
　2012-13 年度地区青少年交換委員会
� 副委員長　　須藤　和由氏　　
　　　　　（東京池袋西ロータリークラブ会長）
　　　　　Ｄ 2580　ROTEX　細野薫櫻さん
　　　　　　　　　紹介者　　渡邊　裕之会員

■ビジター
　　東京池袋 RC� 中野　正人様　　　
　　東京池袋西 RC� 奥野　仁己様　　　
　　東京西 RC� 森　　達也様　　　
　　東京池袋 RC� 長尾　益男様　　　

10 月の例会スケジュール��
10月３日
　　　　　休　会
10月10日［1260]
　　　　　理事会� 11：15～12：00
　　　　　例　会� 12：30～13：30
　　　　　卓　話　表題未定�
　　　　　日本医科学大学校
　　　　　副校長　赤坂知子氏
　　　　　紹介者　廣内世英会員
10月17日［1261]
　　　　　例　会� 12：30～13：30
　　　　　卓　話　表題未定
　　　　　（財）ロータリー米山記念奨学会
　　　　　事務局長　坂下博康氏
　　　　　紹介者　渡邊裕之会員
10月24日［1262］
　　　　　例　会� 12：30～13：30
　　　　　卓　話　未��定
10月31日［1263］
　　　　　例　会� 12：30～13：30
　　　　　卓　話　表題未定
　　　　　明治神宮　至誠館
　　　　　館長���荒谷　卓氏
　　　　　紹介者�村上芳明会員



第 3回定例理事会議事録
開催日時：
平成24年９月12日（水）午前11：15～12：05

出席者：
稲川会長、廣内副会長、月井幹事、滝澤ＳＡＡ，村
山国際奉仕委員長、榊原新世代奉仕委員長、島田直
前会長、有我副幹事、佐々木親睦委員長　欠席者３
名から委任状受領す。

【議題１】会計月次報告
予算書修正案について承認した。

【議題２】北分区合同例会、ＩＭ発表者選出の件に
ついて
１．バギオをメインテーマにコンテンツ構築を行う。
２．国際奉仕委員会が中心となってシナリオ作成す
る。

３．発表者は村山国際奉仕委員長にお願いする。
� 理事会承認

【議題４】26日～ 27日移動例会について
　「福島�被災地応援ツアー」に 20 名参加申込あり。
鈴木基金委員会の承認を経て本日ＪＴＢへ発注す
る。
� 理事会承認

【議題５】その他
１．９月末を持ってクールビズを終了し、10 月第
一例会より通常服装にて出席願う。

２．米焼酎を飲む会を開催。10 月１日　雑司ヶ谷
「大蔵」にて　会費制で３クラブ有志に声掛け
する。参加者は有志とする。

� 理事会承認
以上

未来を結ぶ～ローターアクト活動～
2580 地区地区幹事・東京ローターアクトクラブ所属　

　　　中村　陽子氏　

卓　　話第1257 回例会

・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。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
　ローターアクトは自分たちで考えて率先して行動
するということ、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ことの３つを
活動の柱としています。それぞれのクラブがどの様
な活動を行っているか、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

■出席報告

会　員 出席参入
会員数 出席数 欠席数 出席率 8月 29 日分

修正出席率

34名 32 名 23 名 9名 71.88％ 90.63％



ミがある。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�では福祉イベントにてブース
をだしております。ブースを出すにも設営、運営、
撤収と人手が必要であり、東京荒川ローターアク
トクラブ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。

③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クラ
ブでは、ロータリーのメンバーを招いて卓話を
行っています。日本交通の河鍋社長、茶道江戸千
家宗家川上紹雪様など、様々な分野を代表する
方々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。

・復興活動
　またローターアクトでは復興の活動をおこなって
おります。何度か現地に視察し、ボランティア活動
やインターネットを利用した活動をおこなっており
ます。東京北ロータリークラブ会員でいらっしゃい
ます大森様のお声がけにより、女川での炊き出しに
参加させていただいたこともございます。

宮城県�気仙沼にて思い出写真清掃
　片道６-７時間かけ、気仙沼の思い出が集まる体
育館にて活動いたしました。アクトがおこなったボ
ランティアでは、被災地にて拾われた写真を特殊な
液で清掃してパソコンにとりこみ、整頓するという
内容でした。写真があるということは、写真の持ち
主の家が流れたということです。家族でうつる和や
かな写真、子どもと写る笑顔の写真、結婚式の写真、
子どもがうまれた時の写真とあり、「ここに写って
いる人は無事なのか？」と心が痛む思いでした。

　また次は宮城県�七ヶ浜にて瓦礫撤去にいってき
ました。瓦礫撤去というと大きな木々、家の破片な
どを運ぶイメージがありますが、今回おこなった場
所は何もない場所でした。一見みるとイメージして
いる瓦礫は片付き、だいぶ復興も進んだと感じまし
たが、実は掘ってみると大変多くのものが埋まって
います。ビン、ガラス、家具、ゲーム、それを掘る
には恐竜の発掘作業のような機材が必要です。この
ようなところが、津波が起きた 571km に及ぶ範囲
に広がっていると思うと復興に10年かかると言われ

ても納得できます。「若い世代は継続的に現地にい
き体験しなければならない」と強く感じました。

　今年度私達は�二つの目的で復興活動をおこなっ
ております。一つは現地のニーズに答えるというこ
と、二つ目は自分たちの町が被災した際に活躍でき
る人材の育成です。現在は宮城県の気仙沼に焦点を
あて、現地の若者の雇用創出プロジェクトをたちあ
げロータリアン、ローターアクトとともに活動して
います。

　このように、実際に現地で体を動かす活動もあり
ますが、私たちの世代はツイッター、フェイスブッ
ク、mixi などの SNS を通じて大変多くの友人、世
界中の人たちとつながっていますので、そのような
つながりを用いてオンライン上で行ってきたプロ
ジェクトもあります。
　それが、「Cheer�TOHOKU」というプロジェクト
です。世界中、日本中のローターアクトをはじめ様々
な方からメッセージを集めました。ワシントンを初
め、世界中からあつまった励ましのメッセージを24
時間継続的に発信させました。

ローターアクトの魅力
理由①個性豊かなキャラクター
　ローターアクトには個性豊かな青年男女の集まり
です。自分で会社をおこす人間もいれば、画家もい
る。五カ国も話せるものもいれば、映像編集のプロ
もいる。様々な職業、研究分を持つメンバーがそれ
ぞれに価値を持ち活動できる。これこそがローター
アクトの魅力の一つかもしれません。

理由②一生懸命、本気になる
　メンバーはみな真面目であり、だからこそ一生懸
命です。仕事が終わり疲れた体を引きずり会議をお
こない、真剣に一つの企画に多くの議論をいたしま
す。事業を行う時はみな本気で取り組みます。事業
の前日は徹夜でおこなうこともあります。誰かがや
れというわけでなく、一人一人が率先し、本気で取
り組むのがローターアクトです。

ロータリークラブの為にローターアクトができる事
は何か
　日々、ロータリークラブのご支援の下、活動さ
せていただいているローターアクトクラブですが、
ロータリークラブに恩返しできる事はどのようなこ
とがあるでしょうか。



・メリット１　活動の幅が広がる
　ローターアクトが持つ視点をとりいれることで
ロータリー活動の幅が広がるのではないかと考えま
す。子どもから大人を対象した活動、イベントにて
地域に貢献することができます。

・メリット２　エネルギー源の確保
　若さと体力で何かお手伝いできる事がありました
ら、いつでも駆けつけます。
　実際に東京清瀬 RC様には、毎年春と秋にお声が
けをいただき、地域の子供を対象としたアウトドア
イベントで子供達のゲームの相手などをさせていた
だいています。

・メリット３　未来のロータリアンの育成
　私達はロータリアンの皆様に色々な社会を教えて
いただきました。これから先、学んだ事をそれぞれ
の分野で有効に使って参ります。これから先、ロー
タリアンに育てられた恩を忘れることはありませ
ん。

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復興活動などで現地の状況をお伝えします
　私たちは何度か被災地にて活動を行っておりま
す。写真や映像を用いて、現地の状況をお伝えする
事ができます。

提案②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③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④�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。

　今日はローターアクトの二つの事業をオススメい
たします。一つ目は招待行事と呼ばれるもので2012
年11月25日におこなわれるメトロツアーです。ロー
ターアクトはおもしろい！そんなことを体験できる
企画となっております。そして二つ目は2013年３月
30日におこなわれる年次大会です。ローターアクト
がどのような活動をしているのか、各クラブが集ま
り活動を検証、報告し、ローターアクトとの懇親を
深めることを目的としています。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。

◆東京池袋西ロータリークラブ
10月28日（月）移動例会（27日(日)～28日(月)親睦旅行）
11月12日（月）11/14（水）「北分区ＩＭ」に振替

◆東京板橋ロータリークラブ
10月23日（火）振替休会　（10月20日�移動例会　区民祭

　　　　　　　　　　　　　に変更）
11月13日（火）振替休会　（11月10日�移動例会　板橋音

　　　　　　　　　　　　　楽祭に変更）
11月20日（火）振替休会　（11月14日�移動例会　北分区

　　　　　　　　　　　　　IMに変更）

◆東京池袋ロータリークラブ
10月４日（木）　10／3北分区ゴルフ予選会の移動例会に

　　　　　　　　　振替
11月15日（木）　11／14北分区ＩＭに振替

◆東京板橋セントラルロータリークラブ
10月12日（金）　移動例会（10／12～10／13親睦旅行）
11月９日（金）　11／14（水）北分区ＩＭに振替

10月・11月の近隣クラブ例会臨時変更のお知らせ


