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題字 秋葉猛 君

「ロータリーを実践し、

みんなに豊かな人生を」

Engage Rotary，Change Lives

クラブ戦略委員会

20１４年１月３０日（木） PM7:00～

於：高崎ビューホテル

【【【【出席者出席者出席者出席者】】】】立見、豊泉、井田、高山、横田、梅山、

竹中、横山、浅田、岡住、平田

【【【【議題議題議題議題】】】】

１．チリワック・フレーザーＲＣとの
交流クラブ再開について

【【【【経緯経緯経緯経緯】】】】

1985.6 阿藤二郎会員を団長とする一行２４
名で、カナダ５０４地区の友好クラブ、
チリワック・フレーザーＲＣを親善訪問

2011.3.23 Walterさんから波多野厚子さん
（井汲先生のお嬢さん・１９８１年一年交
換学生）を経由して重田先生へﾒｰﾙ
があった。
内容：3月１１日の東北大震災支援の
申し込み

2011.3.25 重田先生返信
2011.6.3 Ｍｕｒｒａｙ Robbinsさんから支援の方法

の問い合わせがあった。
2011.6.20 二度目のリクエスト
2011.7.6 浅田会長

支援していただけるなら、被災学生
の奨学支援をする旨、連絡する。

2011.10.29 カナダドル：６００＄送金をうける。
この資金のもとに下記二名を支援す
る。
洞口翔弥君
村上琴美さん

2012.4 浅田会長礼状を出す。

○今後委員会において、友好クラブとの関わり方
の方向性、継続性について審議していく。

久保田翔さんと

井上智太会員

ローターアクトと私
高崎北RAC 久保田 翔 さん

みなさんこんにちは。ご紹介に預かりました、久保
田です。本日は貴重なお時間を頂戴しまして誠にあ
りがとうございます。
「ローターアクトと私」とのテーマのもと、ローター
アクトについて提唱ロータリークラブの皆様に改め
て再認識させていただけたらと思います。どうぞよ
ろしくお願いいたします。
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世界で最初にローターアクトクラブが誕生したのは

今から46年前の1968年です。18～30歳の若年成人

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が誕生する背景には、14歳～

18歳までが所属するインターアクトクラブがありま

す。高校卒業と同時に会員資格が失効となってしま

うため、これを継続させる意味としてローターアク

トクラブの発足がされたと言われています。

では、日本で最初にローターアクトクラブが誕生

したのはいつかご存知でしょうか？実は同じく1968

年です。第2570地区の川越ローターアクトクラブで

す。先ほども申し上げましたが、ローターアクトクラ

ブは地域社会を基盤とするクラブと大学を基盤と

するクラブがあります。川越ローターアクトクラブは、

現在の東京国際大学の学生が中心となり活動を

行っています。

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

つ知識や技能を高め、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。

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。

当クラブも一緒に活動できるよう考えていきたい

と思います。

ローターアクトクラブとロータリークラブの関係

諸外国、特に南米では、ローターアクターから

ロータリアンになる比率が高いそうですが、日本で

もローターアクターがロータリアンになったという

例はあります。

「ＲＡを提唱すると、お金がかかる」「つくった後の

維持が大変なのでは…」という考えが、ロータリア

ンにあるようです。確かに提唱ＲＣは、ＲＡＣが結成さ

れたときに、ＲＩへ加盟金として米貨50ドルを納めた

り、地区レベルの研修会などが行われるときには、

彼らの参加費用を負担しなければなりません。しか

し、ＲＡの会合に関する費用は、ＲＡ自身の責務で担

われることになっており、すべてをＲＣが負担する

義務はありません。

ローターアクトクラブについての大まかではありま

すが、話をさせていただきました。

ローターアクトの現状について触れさせていただき

ます。

2840地区-群馬には47のロータリークラブがありま

すが、ローターアクトクラブは10クラブです。高崎に

おいては、6つのロータリークラブのうち、唯一高崎

北ＲＣだけです。

ロータリークラブと地区・クラブの運営は基本的に

は変わりはありません。平日の夜にはクラブの例会

や理事会がされ、実際に活動をしているのは土・日

が中心となっています。地区内会員数は、89名です。

今年の4月には太田市内で、ローターアクト地区大

会を開催させていただく予定です。現在、準備を進

めております。都合のつく方は、ローターアクト会員

の活動を肌で感じていただけると思います。

ローターアクトクラブの年齢は、18～30歳（厳密に

は、30歳になった後の6月30日まで）です。現在、国

際ロータリーの会議等で年齢を30歳から35歳に引

き上げようと運動が行われています。私が思うに、

年齢を引き上げたからクラブの活動がより一層飛

躍するとは考えにくいです。

クラブを運営するにあたり、提唱ロータリークラブ

からの支援の他に、会員から年会費を徴収して運営

しているクラブもあります。当クラブは皆様からの

活動支援費で賄っておりますので会員からの会費

の徴収はしておりません。

ローターアクトと私
高崎北RAC 久保田 翔 さん
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ローターアクトと私
高崎北RAC 久保田 翔 さん

当クラブの活動状況につきましては、本日資料を配

布させていただきました。

現在、6名で活動をしています。今年度は地域活動

の一つとして、昨年8月に行われました高崎万灯会

のお手伝いに参加させていただきました。今後も継

続して参加していくことにより、地域に根差した活

動としていきます。エコキャップ回収運動を始めて

もうすぐ6年になります。継続活動の一つでもあり

ます。今後は地域に根差した活動やロータリークラ

ブの皆様との活動をよりいっそい深く行っていく必

要があります。米山奨学生の方や、高崎経済大学の

学生さんとも一緒に活動が出来るとさらにクラブ

が生き生きとなるのではないかと思います。

私は2007年7月に入会してから約8年間活動させて

いただいています。会社から参加してみないかと声

をかけていただいたのがきっかけです。最初はどん

な活動をしていいのか全く分かりませんでした。し

かし、せっかく良い機会を与えてくれたのだからど

んなことでもやってみようと会員同士で考え現在

に至ります。2010-2011年度には地区代表をさせて

いただき多くの気づきを学びました。普段学ぶこと

の出来ない、企画・設営・反省と人と人との繋がり。

学んだ事は仕事に生かさなければ意味が無いと強

く感じています。ローターアクトは社会勉強の一つ

です。自ら学び、行動することに意味があります。多

くの会員にこれからも伝えていきたいと考えてい

ます。

同じロータリーファミリーとして、活動を通して地域

社会に貢献していただけたらと思います。その為に

も、多くの身近な若い方に声をかけていただきぜ

ひご紹介ください。

どうぞ、今後とも皆様の絶大なるご支援を賜ります

ようお願い申し上げまして拙い内容でお聞き苦しい

かと思いましたが卓話とさせていただきます。ご清

聴ありがとうございました。 以上

【【【【幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告】】】】

●各ロータリークラブより例会変更のお知らせ

ニコニコBOX お楽しみBOX

本日の合計金額 １８、０００円 ３、７７６円

累計金額 ７７３、０００円 ７２、４８３円

次回例会予告

２０１４年１月１５日（水）

新会員卓話 橋谷晋治会員

【【【【委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告】】】】 ・ＳＡＡ－ニコニコボックス

◆重田 政信 君

「ローターアクター 久保田翔君を歓迎して」

◆立見 壽士 君

「ローターアクト 久保田翔さんの卓話を歓迎して」

◆井上 智太 君

「ローターアクト 久保田翔君の卓話を歓迎して」

◆立見壽士君 ◆浅田千秋君 ◆梅山哲君

「先週２２日、東京ロータリークラブにメイクして

きました。楽しかったです」

◆梅山 哲 君

「どっと楽市でお世話になりました。実行委員長の

宮﨑さん、ありがとうございました。

毎度のことながら、カローラの滝沢さん、過分な

おひねりありがとうございます」

◆杉浦 幸男 君

「問屋町の新展示会館が完成しました。

皆様の御利用をお待ちしております」

◆廣瀬 彪夫 君 「誕生日祝」

◆間仁田 恭一君 「ラッキー賞」

会員数 ７１名

出席会員数 ４４名

当日出席率 ６６．６７％

メイクアップ会員数 ６名

前々回出席率 ６５．６７％

【【【【出席報告出席報告出席報告出席報告】】】】

２２１２回例会報告 201４年１月２９日（水）例会

【【【【ごごごご来訪者来訪者来訪者来訪者】】】】

高崎北ローターアクトクラブ 久保田 翔 さん


