OSAKA-TEMMABASHI

☆☆ローターアクトとは☆☆
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Ｒ
ＡＣ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。
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2015-2016年度RIテーマ

＜四つのテスト＞１．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか

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

ＪＵＬＹ ３０ ２０１５ ＮＯ．２３０２
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

次週（８月６日）のお知らせ
１）例

（2302回）

２）ソング 奉仕の理想
３）クラブ協議会（ガバナー補佐訪問）
４）8月度定例理事会

会

（2303回）

２）国旗およびロータリー旗に礼
３）ソング 君が代・奉仕の理想
４）会員増強・拡大バズセッション
会員強化委員会

☆☆ 松川

雅典ガバナー補佐訪問を心から歓迎申し上げます ☆☆

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。

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
皆さん、こんにちは。
梅雨が明けたかのような暑さが続いていまし

ローターアクトの目的

たが、台風１１号の接近で近畿や大阪も影響を

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術を高め、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。

免れないようです。西日本に大きな被害を残し

ローターアクトの目標
1 専門技術、指導能力を開発すること。
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うこと。
3 すべての有用な職業は、社会に奉仕する機会である として、その品位と価値を認識するこ
と。
4 指導者としての資質という面でも、職業上の責務を 遂行するという面でも、道徳的基準が
大切であること を認識し、実践、推進すること。
5 地域社会と世界各地のニーズ、問題、機会に対する 知識と理解を深めること。
6 地域社会に奉仕し、国際理解と全人類に対する善意 を推進するために、個人として、また
団体として、活動する機会を提供すること。
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。

国際ロータリー第２６６０地区
ＩＭ第６組担当
まつかわ

まさのり

松川

雅典 ガバナー補佐

プロフィール

た2011年の台風12号と同じようなコースでかつ
それよりも強い台風とのことですので、被害が
少ないことを祈るのみです。
先日、米山記念奨学会より「達成クラブ表彰」
の通知がありました。当クラブの寄付金累計が、

【生年月日】 1946年11月7日

7,000万円を達成したことによる表彰で、感謝状

【職 業】弁護士法人

は地区大会で渡されるとのことです。会員の皆

淀屋橋・山上合同

【ロータリー歴】
1985年5月

様の永年のご協力に感謝申し上げます。

新大阪ＲＣ入会

（旧 大阪北淀RC

チャーターメンバー）

先週の木曜日に、青少年交換の歓送迎会を行
い８名の会員が参加されました。フランスへ帰

1990年～1991年 幹事

るアヌーク・チャバスさんは帰国後高校を卒業

2003年～2004年 会長

して大学に進学するそうですが進学先の候補と

2009年～2010年 地区クラブ奉仕・

して日本の大学も候補とのことです。カナダか

拡大増強委員長

らの短期来日生は永田会員の学校で日本を勉強

ベネファクター、

することになり短いが充実した滞在が出来ると

マルチプルポール・ハリス・フェロー

喜んでいました。アヌークさんは、１１日夜に多

米山功労者（マルチプル）

くの人に見送られ関西空港より帰国しました。

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
外国ゲスト

１名
１名
０名
０名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

58名
45名(55名)
25名
10名

）内は会員総数を基準とした値

7月16日の出席率
81.82％
３週間前（6月25日）の
メークアップを含む出席率 85.96％
メークアップ実施会員
１名（欠席者9名)

米軍は昭和１８年末からフィリピン攻略を目

行機にて無事帰国しました。

標として南洋群島への攻勢を開始し、この結果、

１年間お世話いただいた皆様有り難うござい

多くの島々で日本軍の玉砕が続いた。

ました。また当日のお見送りお疲れ様でした。

米側は、昭和１９年９月、フィリピンのレイテ島

青少年交換委員会

での戦闘を優位に進めるためにパラオのペリ
お父様より無事の到着と１年間のお世話に対し

井戸先輩!!楽しい卓話を期待しています。
中川政照

感謝のメールをいただきました。
日曜日には地区の献血運動があり、溝手副会

井戸先輩、太平洋戦争に思いをはせ本日の卓話

長が地区委員としてまた仲西会員がローターア

拝聴させていただきます。

クト委員長RACメンバーと共に参加頂きました。

井戸大先輩、本日の卓話楽しみにしておりま

暑い中お疲れ様でした。

す。

台風がすぎると又暑い日が続くと予想されま

中野格

平成27年7月16日

すがくれぐれも熱中症には気をつけお過ごしく
ださい。

☆☆ 幹 事 報 告

川原和彦

合計金

36,000円

累計金

391,000円

☆☆ 先週（7 月 16 日）の卓話 ☆☆
☆☆

玉砕の島「パラオ、ペリリュー島」

①№5・6情報集会のご案内を本日お配りしてお
ります。

井戸 幹雄会員
パラオが近代史に登場するのは、当初この地域

リュー島に日本軍が建設した飛行場を奪取すべ
く同島への上陸作戦を実施し、以後２カ月にわた
り凄惨な戦闘が続き日本軍の戦死者１万人、米軍
の死者は１，７００人であった。「サクラ、サク
ラ」という玉砕を伝える電報を発電して日本軍の
主力が玉砕した
「青少年交換歓送迎会」
7月9日18時より、
関西文化サロンにおいて交換
生の歓送迎会を行いました。
アヌーク・チャバスさんは、約１年の留学を終
えてフランスに帰国します。

②「2015-2016年度 上半期会費のお願い」をさせ

の島々を領有していたスペインがこれらの島々

短期交換のサマンサ・ラロンデさんと杉本真

て頂いております。お振り込み宜しくお願い

を、ドイツに売却した１９世紀末からである。ド

歩さんはこの夏休みにお互いの家庭に３，４週

いたします。

イツが第一次世界大戦に参戦、ドイツの敗北によ

間ずつ滞在します。

③次々週8月30日にクラブ協議会（ガバナー補佐

り、日本はベルサイユ条約および国際連盟の決定

山本会長をはじめロータリアン８名と長期交

訪問）を開催いたします。本日ご案内をさせて

により、南洋と呼ばれるこの地域、すなわち現在

換のホストファミリーをしていただいた森田さ

頂いておりますので関係各位は出欠のご返事

のパラオ、ミクロネシア、マーシャルの三ヵ国及

んと鳥枝ご家族にも参加いただき、アヌークさ

を事務局までお願いいたします。なお、各委員

び米国の北マリアナ諸島（サイパン島など）の委

んの１年間の思い出やサマンサさんの日本への

長は本年度の年次計画書を必ずご持参いただ

任統治を行うこととなった。

期待などのお話で楽しく過ごしました。

きますようお願いします。会員各位の多数の
ご参加をお願いいたします。

南洋庁開設時点の大正１１年に南洋地域に在
住する日本人はわずか数十名であったが、以後沖

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆

ご参加いただいた皆様有り難うございまし
た。青少年交換委員会

④次々週クラブ協議会終了後「8月度定例理事

縄県民をはじめ多くの日本人が南洋に移住し、昭

会」を開催いたします。本日ご案内させていた

和１０年にはその総数５１，８６１名と、島民の

７月11日、長期校交換来日生アヌーク・チャバ

だいておりますので関係各位宜しくお願いい

総数５５，０７３名をわずかながら上回るまでに

スさんは学校の関係者様や同級生、ホストファ

たします。

なった。

ミリーなど沢山の人に見送られ22時30分発の飛

す。

の頃、日本人にとって胸躍る海外の新天地のよう

いました。２２回目の記念日を迎えることがで

敗北、翌１８年２月のガダルカナルからの撤退に

きました。

高橋俊起

より、日本は守勢に立たされ、南洋群島は米軍の

井戸 幹雄さんの卓話楽しみにしております。

攻勢に正面から対峙する重要な軍事的要衝と位

小寺一矢

置付けられるに至った。

つど

の翌年１７年６月のミッドウェー海戦における

くおん

山本会長を始めクラブの皆様お花を有難う御座

奉 仕 の理想

島々の軍備増強が進められた。そして、日米開戦

元京都 ＲＣ
作詞 前 田和 一郎

平尾彰彦

元東京 ＲＣ
作曲 萩 原 英 一

発など南洋群島を取り巻く国際情勢は激変し、

みく に

井戸 幹雄

御国 に 捧 げ ん 我 等 の

結婚記念日自祝

しかし、我が国の国際連盟脱退、日中戦争の勃

め ぐ る歯 車 いや 輝 き て

本日卓話ご清聴の程、お願い申しあげます

に思えた。

な りわ い

敬称を略す

とわ

☆☆ にこにこ箱 ☆☆

奉 仕 の理 想 に集 い し友 よ

幹産業とする平穏な地域として発展してきた。そ

生業

頂きます。なお、事務局もお休みさせて頂きま

望 む は 世 界 の久 遠 の平 和

この地域はサトウキビ栽培、製糖、漁業など基

「アヌークさん離日」

永 久 に栄 え よ

⑤次週7月23日（木）は定款により休会にさせて

冷製、ポテトのクリームスープ、ヴィシソ
ワーズとコンソメゼリー
トマトとピクルスを載せた豚フィレ肉のグ
リュイエールチーズ焼き、モナコ風
オレンジマンゴシャーベットを載せたカルダ
モン風味のクレーム・ブリュレ
コーヒー又は、紅茶
バゲット、ソフトロールとバター

