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VOL. ４５  No.１１ （通算Ｎｏ．2133） 

                         

2007 年 9 月 26 日（水）例会プログラム 

点鐘                            ロータリーは分かちあいの心 
ロータリーソング              2007－08年度 国際ロータリー会長 
ビジター紹介                     ウィルフリッド J. ウィルキンソン 
出席報告                      
ＳＡＡ報告                         
諸報告                      2007―2008年度 会長テーマ 
幹事報告                      奉仕に熱意 
外部卓話                         思いやりの心で 
 米山奨学生 陸 洪省さん 
 

 

  例会報告  Vol.45  No.１０(No.2132）  ９月１９日（水）曇り (司会北村陽太郎委員長） 

 

本例会での主な事項 

◇会長挨拶 大串 卓会長   ◇外部卓話 つくば学園ローターアクト 

 

ビ ジ タ ー 

太田 嘉正様 (東京中央 RC) 小菅 壽和様 (松戸西 RC) 

第６分区ガバナー補佐 飯嶋 勇三様(土浦中央 RC) セクレタリー  豊島 敬一様(土浦中央 RC) 

卓話者 野瀬 裕太つくば学園ローターアクトクラブ会長 

 石塚 美紗つくば学園ローターアクトクラブ幹事 

 秋田 武史つくば学園ローターアクトクラブ会計 

 

諸 報 告 

親睦活動委員会 (倉持功典副委員長) 

先日の納涼会には５９名の皆様にご参加を頂き有難う御座いました。無事に終了することが出来ました。

本当にありがとうございました。 

 

幹 事 報 告 （田上秀雄幹事） 

週報受理クラブ 石岡８７ＲＣ、水戸ＲＣ、水戸西ＲＣ 

例会変更クラブ なし 

 

会 長 挨 拶 （大串 卓会長） 

皆さん、こんにちは。 

第６分区ガバナー補佐の飯嶋様、セクレタリーの豊島様、東京中央ＲＣの太田様、松戸西ＲＣの小菅様、

また、本日卓話を頂きます、つくば学園ローターアクトクラブの野瀬会長、石塚幹事、秋田会計の皆様、

ようこそいらっしゃいました。会員一同心より歓迎申し上げます。 

９月５日に開催された理事・役員会の報告をいたします。 

○鈴木ガバナー補佐よりホストクラブ依頼が２件ありました。 

  １ 第７分区ゴルフ大会について 

      場所 ： 水海道ゴルフクラブ  日付 :  １１月１５日 
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  ２ 第７分区 I M について 

      会場 ： 未定 日付 : 平成２０年 ２月２３日（土） 

     テーマは「職業奉仕について」  リーダーは、吉岡昭文パ

ストガバナーです 

以上、２件承認されました。 

○退会・入会について 

  報告済ですが 水海道ゴルフクラブ支配人 角田雅宣会員が退

会し、福谷正典氏が入会します。 

○４５周年記念式典について 

  本年は４５年目に当たりますので記念式典を行うことに決定しま

した。しかし、５０周年を間じかに控えているので、身内だけで、質素にひらきます。質素と申しましても、

式典はきちんと開きたいと思いますので実行委員会を組織することにしました。そこで 

    実行委員長  島田 勝会員 副実行委員長 鈴木 豊会員  

  お願いすることになりました。皆様のご協力よろしくお願いいたします。 

○地区委員推薦について 

  ガバナーエレクト事務所より次年度の地区委員 １名の推薦依頼がありました。 

    青木正弘会員を推薦することに決定いたしました。 

以上が理事・役員会の報告です。 

９月８日の納涼会には、多数の会員・家族の方々に出席いただきましてありがとうございました。親睦委員

会の皆様には、何度も下見をし、企画をたて準備していただきご苦労様でした。 

 都心の喧騒の中にあるとは思えない閑静な庭園、アール・デコ様式の朝香宮邸の内装の美しさなど昭

和初期に建てられたとは思えませんでした。ロシアのバレエ、オペラ、演劇などの舞台芸術の世界も感心

しました。エル フラメンコでの懇親会では、おいしいスペイン料理を食べ、フラメンコショウでは、地響き

がし ダンサーの汗が飛び散るダイナミックな踊り、カモシカのようなきれいな足と楽しませてもらいました。

親睦委員会の皆様ありがとうございました。 

 
外 部 卓 話    野瀬 裕太つくば学園ローターアクトクラブ会長 

本日は、水海道 RC 様の例会にお招きいただきましてありがとうござい

ます。私たちは、つくば学園 RC を提唱クラブに持つつくば学園ロータ

ーアクトクラブ（以下、RAC）です。本日、参りましたメンバーを紹介しま

す。まず、御クラブの石塚様のご令嬢の石塚美紗 幹事です。同じく、

御クラブ秋田様のご子息の秋田武史 会計です。そして、わたくし、会

長を務めております野瀬裕太です。御クラブに置きましては、当クラブ

に 2 名もの会員をご紹介いただきましてありがとうございます。 

 さて、みなさまはＲＡに関してどのくらいご存知でしょうか？ＲＡは、18

～30 歳までの青少年が活動を行う場です。その目的は、社会奉仕活

動や国際奉仕活動を通じて次世代を担うリーダーの育成とあります。

現在、2820 地区内に RAC は 9 クラブ存在しており、人数はおよそ 70 名ほどです。RAC の活動を紹介し

ようと思いましたが、こう考えてみると様々な活動をしているのだと改めて気付かされました。卓話や、児

童養護施設の子供たちの職業体験の場を作ったり、一緒にキャンプをしたり、清掃活動、募金活動、また、

自らの能力を高めるための、講師をお招きしたり、挙げればきりのないくらいの活動をしております。 

 当クラブは、石塚幹事が 19 歳で僕が 21 歳という会長・幹事合わせて 40 歳の地区内最若コンビで日々

奮闘しております。二人とも、大学生です。この、大学生というのが一つの当クラブの特徴であります。大

学には、たくさんのボランティアサークルがあります。それでも、ＲＡを選んだ理由はなんでしょう？僕は、
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もともとは友人からの紹介でした。よくわかりませんが、RA にはなんだか魅力を感じてしまいます。考えれ

ば考えるほど謎ですが、あえて挙げるなら、その理由としては社会人と混じって活動をするというのがあげ

られるでしょう。大学のサークルでは、当然学生の集まりですが RA は違います。同じクラブに 30 歳の人も

いますし、ロータリーの方々ともお話をする機会も多々あります。そういった、年齢という枠を超えた交友

関係を気付ける点は、まったく違う世界を垣間見ることができるのですから、非常にいい経験となりたくさ

んの刺激を受けることができます。また、大きな規模のイベントも企画運営のチャンスがあります。僕が入

会して 4 か月後には関東ブロック研修会という 100 人をユウに超える大規模な研修会を 2820 地区でホス

トしました。当然、末端スタッフとしてでしたがそれに携われたこと、この経験はそうそうできるものではあり

ません。また、そういった中で先輩方の働きぶりを見ていると社会人としての対応の仕方に生で触れるこ

とができ、そんなやり方をするのかと新たな見解を得ることもできます。おそらく、世の大学生の中でアクト

活動を通じて一番いい経験をしている自信があります。自分自身、本日の話す内容を考えているときに

アクトを通して成長した点がたくさんあることに気付きました。周りをよく見ることができるようになったこと。

物事を様々な角度から見ることができるようになったこと。また、こういったしゃべりの中での場の和ませ方。

こういった、一つ一つが些細なことかもしれませんが僕にとってはとても新鮮で有意義なことです。むろん、

提唱クラブから活動金をいただくわけですから中途

半端なことはできません。しっかりとした活動をして

いかないと、ときにはきびしくご指導をいただくこと

もあります。それだけの責任をもつこと。これも、一

つの貴重な経験となります。 

もし、みなさまが僕らの姿を見て「こいつら若いのに

やるな」と感じましたら、ぜひともご子息や部下の方

を ご 紹 介 い た だ け れ ば （ mail:  

ynose1012@gmail.com 野瀬会長 行）幸いでござ

います。 

本日は、ありがとうございました。 
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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。 

 

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。 
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 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。 

 

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。 

 

出 席 報 告 （大塚令昌委員長） 

会員総数 出席者数 欠席者数 賜暇 メーク 出 席 率 

４９名 ３５名 １４名 ０名 １６名 １００．００％ 

 
ニコニコボックス（武藤康之ＳＡＡ）               入金計 ￥50,000  累計￥697,000 
本日は、卓話の時間を頂き有難う御座います。宜しくお願い致します。 野瀬様、石塚様、秋田様 

宜しくお願いします。  飯嶋様、豊島様、太田様、小菅様 

納涼会、親睦委員会ご苦労様でした。多数の会員の参加有難う御座いました。  大串会員 

孫二人、男の子が誕生いたしました。  田上会員 

先週、高野山長谷寺本山と寺参りに行ってきました。また本日は共々宜しくお願いします。  秋田会員 

９月８日（土）、姪がフランス人と結婚しました。早速マンチェスターに勤務と決まり赴任しました。故に納涼

会欠席になりました。  白井会員 

第６分区ガバナー補佐 飯嶋様、ようこそお出でくださいました。  鈴木（豊）会員 

納涼会お世話になりました。  大塚・荒木・松村・染谷（正）・熊谷・長塚  各会員 

納涼会の写真頂きました。  島田・鈴木（邦） 各会員 

親睦納涼会、委員会の皆様大変お疲れ様でした。  北村（英）・石塚（利）・皆葉・小島 各会員 

納涼会、参加有難う御座いました。  染谷（秀）会員 

納涼会親睦委員会の皆様お世話になりました。また本日娘が例会にてお世話になります。 

石塚（克）会員 

納涼会、出席できなくて残念でした。  登坂・斎藤 各会員 

その他  二本松会員 

例会欠席しました。  草間会員 

 

 会報委員会  委員長 松坂興一  副委員長  登坂 寛   委員  石塚利明  


