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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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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。
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ロータリー親睦活動月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

次週（６月１３日）のお知らせ
１）例

（2473回）

会

（2474回）

２）国旗およびロータリー旗に礼

２）ソング

３）ソング

３）クラブ協議会（新旧合同）

４）卓

話

君が代・奉仕の理想

ロータリー讃歌

「ローターアクトについて」
中島

清治会員

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。

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。

☆☆ ６月度のお誕生日 ☆☆
2日 溝手 悟

19日 保倉 賢造
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

皆様こんにちは。
１８日（土）阿波座にある児童院にてバーベ
キューパーティーを社会奉仕事業として行い、
ラックにお手伝いをしていただきました。ロータ
リー１２名、ラック１３名が参加して頂きまし
た。ラックの田中さんがチャンピオン牛を熊本か
ら調達して下さり、ホルモン、野菜、焼きそば、
おにぎりとも完食でした。仲西会員のアイスク
リームのパフォーマンスもあり、子供達は大喜び
でした。その後ラックのメンバーによるビンゴ
ゲームがあり子供さんの笑い声が絶えませんで
した。
今回は香港、
スペイン、
インドネシアのラッ
クが来園し、小一時間カルタ等を行い交流を深め
ました。子供たちにとっても有意義なひと時で
あったろうと自負しております。いつも、思った
以上に子供達が明るいのに驚かされます。それだ
けこの事業を子供達が楽しみにしてくれている
のだと思います。参加して頂きました会員、また
会員皆様から多くの協賛金を頂きましたことに
厚く御礼を申し上げます。
２５日（土）大阪城南ロータリークラブ創立５０
周年記念式典・祝宴がシェラトン都ホテル大阪で

行われ、田邉幹事と出席してきました。式典の前
に、城南ローターアクトクラブ認定状伝達式が行
われ、中島地区ローターアクト委員長が出席なさ
いました。同じＩＭ第６組の大阪城南ロータリー
クラブですが、メークアップを含む１００％の出
席を長年続けてられますし、ホームクラブ連続出
席８３４回を継続中のすごい会員もおられまし
た。結束力が感じられる祝宴でした。
５月２５日（土）ＹＭＣＡ会館にて地区会員増強
セミナーが行われ、中村会長エレクトと寺杣次期
会員強化組織委員長が出席なさいました。
台湾台北陽明ロータリークラブの林文雄（ステン
レス）様が５月２３日にお亡くなりになりました
事をお知らせさせていただきます。ご愁傷様で
す。
６月１日からハンブルグで行われますロータ
リー国際大会に奥様も入れまして７名の方が参
加されます。気を付けていただきトラブルに遭わ
ないように願っております。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①6月1日よりロータリーレートが1ドル＝110円
に変更になります（5月のレート1ドル＝112円）
②今年度の年度皆出席表彰ならびにホームクラ
ブ皆出席表彰を、最終例会において行います
が、最終例会までのメークアップ確認のため
に本日の例会までを対象と致します。できる
だけお早めにメークアップをお願いいたしま
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
49名
会員出席
37名(42名)
出席規定適用免除 19名
会員欠席
5名

③クラブ協議会（新旧合同）のご案内を本日お配
りしております。出欠のご返事ならびに本年
度委員長各位は活動報告書のご提出をお願い
いたします。
④地区より青少年交換プログラム「2020-2021年
度 派遣学生募集要項の案内」が届いており
ますので、本日お配りしております。なお、応
募期限は8月31日（金）となっておりますが派
遣学生につきましてはクラブでの選考が必要
ですので7月18日（木）までに必ずクラブにお
申込みください。
⑤「2017-18年度年次報告書」を本日お配りして
おります。
⑥児童院の子ども達より、お礼のカードが届い
ております。掲示板にお貼りしておりますの
でご覧ください。
⑦本日例会終了後 6月度定例理事会（新旧合同）
が3F「奈良の間」にて開催されます。関係各位
よろしくお願いいたします。
⑧NO.2・3・7テーブル情報集会が本日18：00から
「佐勘」梅田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。

合計金

クラブ奉仕（Club Service）
ロータリーの第1奉仕部門。ロータリア
ンが、クラブを円滑に機能させるために、
クラブ内で講じる措置に関するもの（『手
続要覧2004年』P264）です。出席、職業分
類、クラブ会報、親睦活動、雑誌、会員選
考、会員増強、プログラム、広報、ロータ
リー情報などがあります。
例会に始まるロータリーの会合への出
席奨励、会員の職業分類の整備、クラブ会
報刊行、親睦事業や例会のプログラム設
定、ロータリーの雑誌についての案内、会
員増強、ロータリーを一般に広報するこ
と、ロータリー情報の指導者として、など、
クラブの運営にかかわるものを指します。

37,000円

累計金 2,525,400円

☆☆ 先週（5 月 30 日）の卓話 ☆☆

令和1年5月30日18時よりNO.2.3.7テーブル情
報集会を佐勘 梅田店にて開催させていただき
ました。髙田会長の挨拶、橋本直前会長の乾杯か
ら始めさせていただき、中締めを中村会長エレ
クトにしていただきました。お料理は和食の
コース料理で最後に冷たい稲庭うどんで締める
という内容でした。このお店のオーナーは、郡会
員のガバナー補佐仲間である大阪梅田東ロータ
リークラブの木岡会員です。木岡会員から日本
酒と焼酎をサービスしていただき、皆様で美味
しくいただきました。テーブル情報集会では、大
先輩から当クラブの歴史を教えていただき大変

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
中華風コーンと卵白のスープ
ミックスグリル 鶏腿肉・フランクフルトソーセーｼﾞ・
ポークフィレ肉・グレビーソース フレンチフライポテト、
キャロットグラッセ、ブロッコリー、エリンギ茸
緑茶のパンナコッタ、グレープフルーツ添え
コーヒー又は、紅茶
バゲット、胡桃入りソフトロールとバター

奉仕の理想

元京都Ｒ Ｃ
作詞 前 田 和 一 郎

なりわい

元東京Ｒ Ｃ
作曲 萩 原 英 一

つど

奉仕の理想に集いし友よ

みくに

御国に捧げん我等の生業

くおん

望むは世界の久遠の平和

めぐる歯車いや輝きて

「ロータリー5年目」
森本 成峻会員
皆様こんにちは。森本でございます。本日はよろ
しくお願いいたします。私が天満橋ロータリーク
ラブに2014年11月に入会し4年半が経過いたしま
した。
14年度 入会1年目１1月に入会し～翌年6月まで
は月に１～２回程度の例会出席しかしませんで
した。
15年度 2年目7月から例会に来たらする事が出
来ました。皆さんご存じの一番後ろで座っとくや
つです。
16年度 3年目です。この時もまた、後ろの席でし
た。この年も後ろでのんびりとした感じで過ごし
ました。
17年度4年目です。気軽にハイって言ったらあか
んなぁ～と思うようになったのは、この年です。
ローターアクトの委員長になっちゃいました。そ
れと、後ろの席との兼務です。この年に大腸ポ
リープ３つと胃のポリープ２つと胃潰瘍とγＧ
ＴＰが３００超えという事で私的に頑張った成
果がここに表れてきたと思っています。
今年度５年目ですね、今回はソングプログラム・
広報のところに名前がありました。やっぱり後ろ
の席か！！と思っていたらソングがありました。
毎回、指揮終了後髙松さんにちょっとずつ上手く
なってるよと優しく声を掛けていただいてまし
た。
最後に次年度です。今年の初めにお昼頃に電話か
かってきたんです。『森本くん次年度やねんけど
国際の委員長受けてくれない？』って！『いやい

ロータリー

本日、卓話よろしくお願いします。 森本 成峻
結婚記念日に髙田会長より美しいお花を頂き有
難うございました
坂本 一民
結婚記念日自祝
坂東 信幸
森本成峻様、本日の卓話楽しみにしています
中村 修
森本っちゃん、ガンバッテ～！
田邉 三郎
森本成峻会員、貴兄の卓話楽しみにしています
中川 政照

令和元年5月30日

有意義な時間となりました。この度はテーブル
マスターをさせていただきましてありがとうご
ざいました。
NO.2テーブルマスター 吉村 圭太
NO.3テーブルマスター 梅本 知秀
NO.7テーブルマスター 二宮 彰久

－－No.2・3・7テーブル情報集会－－

とわ

敬称を略す

森本会員、5年間の集大成楽しみにしてます！
永田 秀次
森本会員、本日の卓話楽しみにしています
寺杣 晃一
森本会員、本日の卓話楽しみにしております
末澤 正大
森本さん卓話がんばって下さい
西原 潔
川本会員、お孫さんの相次ぐ結婚おめでとうご
ざいます
髙田 肇

やそこは私では無理ですよ』と『○○行くだけや
から』『ほか何もないから』って『受けてくれる
まで電話切らへんから・・』って『ハイ！やりま
す。』言っちゃいました。
どんな１年になるのか楽しみ半面、怖さ半面で今
を過ごしています。
直接の苦情は来週のニコニコに書いて頂ければ、
私が直接週報に反省しながら心を込めて打ち込
みます。ありがとうございました。

我等のロータリー

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

5月30日の出席率
88.10％
６週間前（4月25日）の
メークアップを含む出席率 89.13％
メークアップ実施会員
1名（欠席者5名)

永久に栄えよ

☆☆ ６月度理事会（新旧合同）決定事項 ☆☆
・児童院BBQ決算 承認
・献血事業予算・内容 承認
・災害基金積立10万円 承認
・事務員雇用契約更新 承認
・年間皆出席表彰 例年通りで承認
・RI規定審議会上程案 全て賛成で承認
・次年度メークアップに関して 今まで通りで例
会前後14日間でクラブ独自ルールで行く事で
承認

）内は会員総数を基準とした値

