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☆☆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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＜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。

ＭＡＲＣＨ

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。

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。

２０１８
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水 と 衛 生 月 間
次々週（３月１５日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

１）例

（2418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）卓 話 「古希を迎えて-

会

２）ソング
３）卓

話

（2419回）
日も風も星も
「新入会員自己紹介」
西原

人生１００年の時代に」
中村

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。

１

健輔

北村
河田
坂本
中村
今井

修久
惠昭
一民
修
浩

3日
6日
10日
15日
27日

永田
橋本
衣斐
中野
西原

秀次
守之
孝雄
格
潔

（以上敬称略）

＊＊

会員

会員

☆☆ ３月度のお誕生日 ☆☆
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6日
12日
21日

潔

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

本日の例会は、三世代合同例会で太閤園ガー
デンホールにて開催されます。今年度の三世代
クラブ合同社会事業として、昨年11月19日(日)に
実施致しました、社会福祉法人大阪水上隣保舘
のエイサー部への衣装・道具の贈呈及び太閤園
での披露等の機会を提供する事業についての報
告を行います。 合同例会では、寄贈品目録の贈
呈と感謝状の授与、RI第２６６０地区IM６組担当
ガバナー補佐の中嶋 進治様も出席されご挨拶
されます。卓話者としては、水上隣保舘の常務理
事、村井 徹様よりお話しして頂きます。
先週の例会終了後、３月度の定例理事会が開
催され、仲西親睦委員長より春の家族会の実施
についての説明があり、詳細について理事会で
承認されました。
先週にも申し上げましたが、来る３月１７日
(土)に開催されます地区IM６組ロータリーデー
に於いて、当クラブの入会歴５年未満の会員の
皆様には、フレッシュロータリアン研修交流会
に是非とも出席をお願いします。クラブを越え
ての活発な若手交流を期待しています。寺杣幹

事からも個々に連絡致しますので、ご理解の上、
了承下さい。
２６６０地区片山 勉ガバナー名による台湾
東部地震に対する地区義援金募集について、各
クラブに募金協力の要請がありました。当クラ
ブは台湾との関係が密接であり、出来る限り積
極的に支援したいと考えておりますので、理事
会に於いて規定に従って拠出したい所存です。
尚、義援金は、地区で取り纏めて被災地である
台湾の第３４９０地区に送られ義損金として支
援活動に役立てられます。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①「2018-19年度版 ロータリー手帳」ご希望の
かたは本日中に申込用紙を事務局にご提出お
願いいたします。
②「天満宮観梅の会」出欠のご返事を事務局ま
でお願いいたします。
③№4・7テーブル情報集会の出欠のご返事を事
務局までお願いいたします。
④「創立50周年記念誌に掲載する会員のお言
葉」の原稿を早急に事務局までお願いいたし
ます。
⑤№3・6テーブル情報集会が本日18：00から「吉
寅」にて開催されます。関係各位よろしくお願
いいたします。
⑥NO.5テーブル情報集会が本日18：00から「上海
樓 横堀本店」にて開催されます。関係各位よ
ろしくお願いいたします。
⑦次々週3月8日（木）は定款により休会にさせて
頂きます。事務局もお休みさせて頂きます。

☆☆ 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

０名
０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

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

54名
36名(47名)
17名
11名

敬称を略す

誤りを素直に認めず、改めず訂正せず、謝罪
せず54年の結婚生活、これからが楽しみです
重里 國麿
平成30年2月22日

合計金

5,000円

累計金 2,161,000円

☆☆ ３世代クラブ合同例会☆☆
2月22日（木）太閤
園ガーデンホール
において、2017‐
2018年度三世代合
同例会を開催しま
した。大阪中之島
RC、大阪天満橋RC、
大阪大手前RCから
総勢80名を超える
参加者がありまし
た。御来賓につき
ま し て も、ガ バ
ナー補佐の中嶋進治様、水上隣保館からは常務
理事の村井徹様、遙学園長の山﨑深様にお越し
頂きました。
昨年11月19日当日のスライド50点余りを見ま
したが、緊張した表情の中にも、子供達は新しい
衣装でうれしく誇らしくエイサーを舞っている
ように見えました。家庭の温もりの乏しい子供
達に晴れやかな発表の機会を作り、ロータリア
ンも共に踊り、そして食事を楽しむ。物をプレゼ
ントするだけでなく、温かい思い出を贈ること
ができたのではないか。そんな思いを噛みしめ
て合同例会を終えました。

）内は会員総数を基準とした値

2月22日の出席率
76.60％
４週間前（2月1日）の
メークアップを含む出席率 80.77％
メークアップ実施会員
4名（欠席者14名)

－－No.３・６テーブル情報集会－－
2月22日木曜日18時より吉寅にてＮｏ．３・６合
同のテーブル情報集会が開催されました。橋本
会長、郡副会長、石田直前会長、田邉幹事エレク
トをはじめ総勢１５名の方が参加していただき
ました。うなぎの白焼き、う巻き、蒲焼とうなぎ
のフルコースを堪能し舌鼓を打ちました。３月
５日からうなぎの高騰で２割程度値上げされる
とのことで値上げ前に開催できて幸運。会長挨
拶で、二宮元会員や寺内会員の訃報の話で少し
暗い話題でスタートしましたが、会員一言ス
ピーチで、木川会員から「困っている人がいたら
必ず助ける。父の教えだ」との話をされ、ロータ
リアンだからではなく人として当然だとの賛同
の意見が飛び交う熱い話から趣味の話まで出席
会員から多種多様なお話をいただきました。終
始、諸先輩方と若手とでざっくばらんに話がで
き、本当にいいクラブだと再認識できました。会
場の企画、手配いただきました木川会員には心
より感謝申し上げます。会員の皆様、お忙しい中
ご参加いただきまして有難うございました。

－－No.５テーブル情報集会－－
2月22日(木)18時より№5テーブルの情報集会
が『上海樓 横堀本店』において行われました。
大矢会員のご挨拶、乾杯で始まり、和気藹々と楽
しい時間が過ぎました。ご参加頂きました皆様、
ありがとうございました。

－－新理事役員懇親会－－
2月16日18:00より次年度新理事委員長懇親会
がヒルトンプラザウェストの桃谷樓で行われま
した。髙田会長エレクトの次年度に向けた熱い
想いと皆様への期待のこもったご挨拶から始ま
り、美味しい中華料理のコースをいただきなが
ら各理事・委員長に次年度への意気込みをお話
し頂きました。過去に例を見ない若手の起用も
あり、
新たな50年のスタートに相応しい大変雰囲
気のいい懇親会になりました。帰りには会長エ
レクトより、皇室御用達のチーズケーキのお土
産を戴きました。
幹事エレクト田邉

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
ポタージュ・パルマンティエ
ハンバーグステーキ、とろけるモッツァレラ
チーズ添え、トマトデミグラスソース
チョコレートムース、ほうじ茶風味のキャラ
メルソースとリンゴのコンポート
コーヒー又は、紅茶
胡桃入りソフトブレッドとバター

訃

報

寺内 清視会員（６８歳）が２月２１日ご逝
去されました。謹んでご冥福をお祈り申し上
げます。
なお、通夜は２月２４日、告別式は２５日
に大阪北玉泉院で多数の会員および参列者
のもと執り行われました。
本年度は、社会奉仕委員長として、ご尽力
いただきました。あまりにも急な旅立ちで残
念でなりません。寺内 清視会員を偲んで本
日例会で黙祷を捧げたいと思います。
広報委員長 宮里 修一

訃

報

二宮 秀造元会員（７１歳）が２月１７日ご
逝去されました。謹んでご冥福をお祈り申し
上げます。
なお、故人の遺志により 通夜及び葬儀に
つきましては 近親者のみにて執り行われ
ました。
2011-2012年度では会長として、ご尽力いた
だきました。突然の悲しいお知らせに接し誠
に残念な思いです。二宮 秀造元会員を偲ん
で本日例会で黙祷を捧げたいと思います。
広報委員長 宮里 修一

