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国際ロータリーテーマ

今年度会長テーマ

第2324回例会 2014.9.11

ロータリーに
輝きを

みんなで 熱く語ろう ロータリーを!!

■司会：野澤会員

■点鐘：赤木会長

■お客様紹介：
　目時パストガバナー補佐

◆ゲスト：
　東京池袋西ロータリー
　クラブ　
　ローターアクト委員長
　平井 憲太郎様

◆ゲスト：
　東京池袋ローターアクトクラブ
　ローターアクト委員長　小美野 義一様

■会長報告 赤木会長

　東京池袋西ロータリークラブ・ローターアクト委員
会委員長平井憲太郎様、東京池袋ローターアクトクラ
ブ小美野義一様、本日はご多用中にも関わらず、当ク
ラブの例会にお越し下さいまして大変有難うございま
す。又、小美野義一様にはローターアクトについての
卓話、大変楽しみにしております。宜しくお願い致し
ます。
　さて、今年は機会があれば他のクラブの例会や行事
に参加しようと思っております。先週、東京秋川ロー
タリークラブの夜間例会｢鮎の塩焼きを食べる会｣に、
野村パスト会長、菱沼事務局と参加しました。当日は
他に東京福生ロータリークラブの会員とメキシコから
の交換留学生が参加していました。秋川渓谷の静かな
佇まいの中で、会員が新潟・山形まで出掛けて釣った
鮎と、地元秋川牛に舌鼓をうち、時の経つのも忘れ親
睦を図ってきました。秋川ロータリークラブは毎年こ
の行事を行っておりますが、毎年継続して行うことは
大変な努力をされているものと思う反面、会員が一体
となって毎年同じ行事に向き合える羨ましさを感じて
参りました。

■合唱：ロータリーソング
　　　　｢我等の生業｣
◆ソングリーダー：
　石山会員

■幹事報告 田中幹事



東京東村山ロータリークラブ

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

27 22 0 3 88.00

■出席報告 野村(裕)会員

■前々回メークアップ修正後前々会欠席：1名
■前々回出席率メークアップ修正後：96.00％
■前々会メークアップ者：
　赤木会長：理事会
　山本会員：理事会

西河クラブ管理委員■ニコニコＢＯＸ

■ご結婚祝月：
　戸澤会員

■会員誕生日祝月：
　中丸会員

◆平 井 様：本日はローターアクトに貴重な時間を割
　　　　　　いていただきありがとうございます。
◆赤木会長、田中幹事：
　　　　　　東京池袋西ロータリークラブローターア
　　　　　　クト委員会委員長平井憲太郎様、東京池
　　　　　　袋西ロータリークラブローターアクトク
　　　　　　ラブ小美野義一様、ようこそおいで下さ
　　　　　　いました。また、本日の卓話よろしくお
　　　　　　願い致します。
◆野澤会員：私の尊敬する平井様、ようこそ東村山へ｡
　　　　　　卓話楽しみにしています。チョコチョコ
　　　　　　歩きの車、新車にしました。とても便利
　　　　　　で皆の人気者です。
◆田中幹事：先週行なわれました分区のゴルフ大会、
　　　　　　選手の皆様お疲れ様でした。選手の皆様
　　　　　　の大奮闘で2位のクラブに41打差、圧倒的
　　　　　　な優勝を飾れました。心より感謝申し上
　　　　　　げます。私も40・35：75でベスグロ優勝
　　　　　　を飾れました。
◆野崎会員：平井ローターアクト委員長、小美野様、
　　　　　　本日はよろしくお願いします。
◆野村(高)会員：
　　　　　　平井さん、小美野さん、雨の中ありがと
　　　　　　うございます。
◆北久保会員：
　　　　　　ローターアクトの平井委員長様、小美野
　　　　　　様、ようこそお越し下さいました。卓話
　　　　　　をどうぞよろしくお願い致します。ゴル

■ローターアクト委員会：
　国際ロータリー第2580地区ローターアクト主催｢新
　人研修スポーツ大会｣の案内について
　2014年10月25日(土)　13:30～
　於　東久留米市わくわく健康プラザ

■拡大増強委員会：
　会員増強資料提供のお願いについて
　・会員勧誘の資料をガバナー事務所まで　9/30締切

■東京青梅ロータリークラブ：
　多摩分区Ｉ・Ｍについてのお願い
　①全員登録、全員参加を－例会・ＩＭ・懇親会い
　　ずれか会場にて参加を。
　②事務局の派遣－受付業務、12時集合

■東京東江戸川ロータリークラブ：
　｢ポリオのない世界を｣公開講座＆ポリオ募金・エ
　コキャップ集積街頭活動の案内について
　2014年11月29日(土)　8:30～・13:30～
　於　愛国学園記念講堂・ＪＲ小岩駅前

■青少年交換委員会：
　会場変更(第49期派遣学生帰国報告会)
　帰国報告会：国際交流棟→センター棟に変更

■東京東大和ロータリークラブ：
　秋祭り(ロータリーデー)の案内の受理
　2014年9月27日(土)　16:00～
　於　東京東大和ＲＣ例会場・駐車場

■日体桜華高等学校：
　第55回｢桜華祭｣の案内の受理
　文化祭　9月20日(土) 11:00～　21日(日) 9:00～
　体育祭　9月27日(土) 9:00～

■東村山体育協会：
　創立50周年記念式典並びに祝賀会の案内について
　2014年11月30日(日)　14:00～
　於　東村山市中央公民館

■こころの東京革命協会：
　団体名称の変更と行動プラン冊子の受理について
　心の東京革命推進協議会(青少年育成協会)
　→こころの東京革命協会　と変更
　冊子→回覧します

■回覧：
・ロータリー文庫｢決算書｣
・コーディネーターニュース10月号
　｢ロータリー公共イメージの推進｣
・第3回ＣＰＰサンゴ植え付けプロジェクト
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■委員長報告

■青少年奉仕委員会：
　野村(裕)委員長

◆在京地区青少年奉仕委
　員会の全体会議報告

■クラブ管理委員会：
　飯田委員長

◆夏の家族親睦移動例会
　の収支報告及びお願い

■東村山ＲＣゴルフ部：
　田中ゴルフ部長

◆多摩分区ゴルフ予選会
　報告

　今年度ローターアクト委員長に拝命された経緯をお
伝えしてローターアクト委員長の小美野君にバトンタ
ッチ致します。
　2004年～2005年を地区の青少年交換委員長を仰せ付
かせて頂きました。その頃扱っていました38期～42期
までインターアクトの委員長をやりまして、その頃良
く知っている顔のローテックスのメンバーが揃ってい
まして江戸川クラブの増田委員長からお声がかかりま
してご縁を頂きました。因みに当クラブは、インター
アクトを提唱していません。選択肢は、沢山あります
が青少年奉仕の原点でありますローターアクトは、ロ
ータリークラブより国際交流が盛んでございまして世
界を又にかけてリーダーシップを発揮しています。

■卓話

■卓話者紹介：
　野崎パスト会長

■卓話者：東京池袋西ロータリークラブ
　　　　　ローターアクト委員長　平井 憲太郎様

　2011年3月11日に未曾有の大震災が起きました。私た
ちにの世代にとっては、一番大きい震災でございまし
た。初めての経験で大変驚きと不安に駆られました。
私の友人がここで震災を受けその友人を助けるために
私は、必死に考えこのローターアクトに入りました。
組織力を使い友を助ける為にこの3年間の活動で多くの
事を学びました。
　私は、6500人いるローターアクトの誰よりもこの3年
間の実績には自信があります。是非皆様の中からロー
ターアクトにご参加をして頂きたく今回の卓話をさせ
て頂きました。私の小美野と言う苗字は、全国で200名
しかいませんので是非覚えていてください。
　2010年に新世代奉仕部門が出来今までの4代奉仕から
5代奉仕へと切り替わりました。2013年に新世代奉仕か
ら青少年奉仕へと変わり1つ奉仕部門が増え私たちは、
何をしたら良いのか？若者を支援したらよいのか？そ
ういうことをお聞きしたいと思います。
　4つのプログラムがございます。1964年に出来た14歳
～18歳の高校生を対象としたプログラムになります。
青少年交換は、海外へ留学したり受け入れたりするロ
ータリークラブをサポートするローテックスがござい
ます。赤色のロゴはローターアクトになります。
　ロータリー青少年指導者育成プログラムは、14歳か
ら30歳までになります。これは、ライラと申します。
2580地区には、ライラはございません。
　この3つのプログラム以外にも各クラブで行われる青
少年奉仕委員会もそれ以外の活動になり国際ロータリ
ーで推薦しているものです。
　今後のローターアクト委員会への要望などを皆様か
らお聞かせいただければと思います。1964年にインタ
ーアクトが出来1968年にローターアクトが誕生しまし
た。世界で運動が始まり日本でも同時に始まりまし
た。2580地区もこれと同時に活動が始まりました。
　実は、私2年前にも東村山RCにお邪魔させていただい
ています。覚えていられる方は、その時とまた振り返
って知って頂けるとありがたいです。
　目的は、国際ロータリーの指導の下奉仕活動を行う
事で将来の指導者を育成させる事で人を育てる団体で
あると此処では、ご理解いただければと思います。特
徴は、自発的に考え行動を起こすのがローターアクト
でありロータリークラブ同様に会長・幹事がおりま
す。会計があり5つの奉仕部門がございます。国際奉
仕・社会奉仕・クラブ奉仕・専門能力開発(職業奉仕)・

■卓話者：東京池袋ローターアクトクラブ
　　　　　ローターアクト委員長　小美野 義一様

本日のニコニコ合計：   25,000円
　　累　　　計　　：  486,000円

　　　　　　フ大会、チーム東村山、優勝おめでとう
　　　　　　ございます。

9月5日(金)青梅ゴルフクラブで予選会が行われました。
東村山ロータリークラブは、予想通り2位に大差をつけ
て優勝しました。2位は、予想外の武蔵村山ＲＣです。
因みに我が東村山ＲＣは、全員が80台と頑張りまし
た。決勝は、11月20日(金)に保土ヶ谷GＣで行われま
す。何としても2580地区で優勝しますのでゴルフをな
さらない皆様も応援宜しくお願い致します。

帝国ホテルでの飲食費を参加会員1人5000円お願い致し
ます。
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■閉会点鐘：赤木会長

仕・社会奉仕・クラブ奉仕・専門能力開発(職業奉仕)・
委員会財務委員会です。ロータリーの青年部と考えて
も良いのではないかと考えます。
　大学ベースのローターアクトがございます。それ
は、大学のゼミとして活動しています。大学のゼミと
して入学・卒業と同時に退会します。2580地区(小平)が
嘉悦大学ローターアクトクラブを提唱致しました。(大
学ベース) 2750地区に青山学院ローターアクト・中央大
学ローターアクトが存在しています。33地区(ロータリ
ー34地区)秋田が提唱無。2011年・12年の地区の数にな
ります。7クラブ(57名)。2580地区に71クラブ(提唱7クラ
ブ)非常に少なく感じます。以前は、30クラブございま
した。歴史と共に衰退してきて7クラブになってしまい
ました。此処3年間で休会中のクラブも復活して現在
は、7クラブ→12クラブ(57名→120名)へと増強して成長
しています。ロータリークラブの皆様のご理解の中自
由に活動させていただいて数字としてこの様に増強で
きたことに非常に嬉しく思います。
　今年度3月に東京板橋セントラルロータリークラブが
新しくローターアクトを作る動きがございます。翌年
東京浅草中央ロータリークラブが提唱されています。
一昨年は、東京早稲田ロータリークラブが提唱されま
した。
　何故、ローターアクトが提唱されているのか？それ
は、ローターアクトは面白いからです。面白い中にも
それぞれの要因があります。1つは、活動が面白い・そ
して人が面白い・未来のロータリアンを目指してい
る！
　皆様にご提案がございます。ご家族・ご親戚・知人
のお子さんにローターアクトを是非お勧めください。
私は、ローターアクトの営業マンとして是非とも東村
山ロータリークラブの皆様に再度お願い申し上げて本
日の卓話を終わらせて頂きます。
　本日は、ご清聴誠に有難うございました。
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