
 
 
 
 
 
 
 

第 1527 回例会 20 年 4月 28 日(月) 
 12：30～ 海南商工会議所４F  

              

１．開会点鐘       
２．ロータリーソング  「奉仕の理想」 
３．ゲスト紹介   

ガバナー補佐 井脇 雅和様 

(有田 RC) 
 
 
 
４．出席報告  

会員総数69名 出席者数45名 出席免除会員1名 

  出席率 66.17％ 前回修正出席率 73.53％ 

 

５．会長スピーチ      会長 山名正一君 

こんにちは。本日、井脇

ガバナー補佐をお迎えし

ています。例会終了後、

クラブ協議会が開催され

ます。宜しくお願いいた

します。 
昨日、今年度最後の社

会奉仕委員会事業である

海南東ロータリークラブ

と「たんぽぽの会」との

交流会が開催されました。

山畑委員長始め親睦委員会の皆様ご苦労様でした。又、

ご参加いただいた会員の皆様、献身的なお手伝い有難

うございました。心身障害者の方にはなかなか体験で

きないカヌーやヨットに乗船しマリンスポーツを充

分楽しんでいただいたことと思います。又、アロマソ

ープのご協力による石鹸作りの体験をし、お昼には焼

きそば、ウインナーソーセージを家族団欒の中で食べ

本当に楽しい１日でした。 
 今回、障害者カヌー協会の皆様に大変お世話になり

ました。聞くところによりますと、今日のために横浜、

筑波、神戸、地元では古座川方面からお越しいただい

たそうです。救助体制も充分配慮していただき感激い

たしました。我々ロータリアンも社会奉仕を実行する

上で見習うべき点が多々ありました。 会員皆様も今

後、積極的に社会奉仕に参加していただきたいと思い

ます。 
 今日は、この後クラブ協議会を控えています。理事

役員並びに各委員会の皆様宜しくお願いいたします。 
 
６．幹事報告        幹事 上芝良造君 

○メーキャップ 

 田辺東 RC   寺下 卓君 4／16（水）(卓話) 

 堺フェニックス RC 
寺下 卓君 4／24（木） 

○例会臨時変更のお知らせ 
和歌山中 RC    

5 月 9 日（金）→5 月 9 日（金）18：30～ 
ダイワロイネットホテルレストラン 

「サンクシェール」 
和歌山東南 RC との合同例会 

岩出 RC 
5 月 15 日（木）→5 月 15 日（木）7：00～ 

早朝例会 根来寺周辺清掃 
○休会のお知らせ 
 岩出ＲＣ     5 月 1 日（木） 
 海南西ＲＣ    5 月 1 日（木） 
○５月のロータリーレート 
     １＄＝１０２円 

 

７．会員卓話     「ローターアクトについて」 
地区ロ－タ－アクト委員 中西 秀文君 

[歴史] 
ローターアクトクラブは

1968 年（約 40 年前）に、

アメリカの方で初めてロー

タリー公式プログラムとて

認定されています。そして、

そのノースカロライナ州の

方で初めて、ノースシャル

ロット・ローターアクトク

ラブが出来ています。その直後、翌年の 1969 年には、

この 2640 地区にも有田ローターアクトクラブが誕生

しています。 
 海南・海南東ローターアクトクラブは、1993 年 6
月 14 日創立（約 15 年経過 会員数 26 名でスタート） 
 1992 年の会長、上南さん、青少年委員会委員長の

田村能孝さん、1993 年の会長、嶌村さん、青少年委
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員会委員長の土井さんなどが中心となり、海南ロータ

リークラブと協力して結成。ちなみに、1993年～1994
年度のガバナーは海南

RC の玉置圭四郎さん

でございます。 
 現在は、150 ヶ国以

上 7300 のクラブを擁

するまでになり、ロー

ターアクトの会員数は

約 145,000 名で世界的

には増加傾向にありますが、残念ながら日本ではロー

タリアンと同様、減少傾向にあります。 
[目的] 
ローターアクトクラブは、18 歳～30 歳までの青年

男女の集まりで、ロータリークラブによって作られた

ものですから、奉仕の精神が共通の理念というわけで

す。そして、次世代を担う青少年たちの自己の知識や

能力を高め地域社会への奉仕とか、国際的な理解を深

めることによってお互いの親睦を深めて、ひいては世

界平和に貢献する団体であるという事、言い換えれば、

例会で、未来のリーダーとしての知識や技術を高め、

地域社会のニーズに協力し、奉仕を通じての親睦を通

じて、世界に目を向け研修する団体という事になりま

す。目標として 5 つ掲げています。（ローターアクト

クラブ定款） 
１．専門技術および指導能力を開発すること 
２．他人の権利を尊重する観念を養い、あらゆる有用

な職業の道徳的水準および品位を保持し、推進す

ること 
３．若い人々に地域社会をはじめ世界社会のニーズ

および懸念事項を提起する機会を提供すること 
４．提唱ロータリークラブと協力して活動にあたる

機会を提供すること 
５．ロータリーにおける将来の会員として若い人々

の意欲を喚起すること。 
ローターアクターは、奉仕活動を通じて友情をはぐく

む事ができますし、ローターアクトクラブはロータリ

ークラブによって提唱されますが、その運営と資金調

達は自らが独自に行うことになっていますので、これ

によって会員はリーダーおよび職業人としての技能

を養う機会に恵まれます。 
以上がローターアクトクラブの歴史と目的および目

指すべき目標です。 
次年度、私は 2640 地区ローターアクト委員会委員長

をやらせて頂く事になっていますが、実のところはな

かなか地区の委員長になり手がなかったというのが

現状でして、前委員長の海南 RC の小林一平さんから

「中西さんたのんどくでー」と説得されたというとこ

ろが本当のところです。 
適任者はいたのですが、提唱クラブの反対で今年度も

委員長になり手がなかったので、新世代部門のカウン

セラーでした水田パストガバナーにローターアクト

委員長になって頂いたというのが現状です。 
実際、各クラブ、提唱クラブがローターアクトクラブ

を維持するのに非常に苦労しているという問題もあ

りますし、特に財政もさることながら、ローターアク

ト委員長（新世代委員長）になるのが非常に嫌だとい

う委員長さんが多いということを聞きます。若い人と

つきあうのはどうも苦手という風に。 
（私がアクトに初めて関わったのが入会した年、貴志

川の清掃活動に参加、休会した口井さんが新世代委員

長でロータリアンが 2 名参加していた。） 
私は以前、今アクトにはまっていますと言ったことが

あると思いますが、なぜかと言いますか、個人的な話

ですが、私は子供が 3 人いまして学校の PTA 活動に

関わって（会長、副会長ですが）小学校、中学校、高

校と今年で 10 年目になります。ちなみに末っ子は今

年小学校 5 年になります。保護者、先生、地域の人々、

又、子供達、学校関係者、PTA 活動を通じて知り合

った友達、色々な人達との出会いが楽しいからです。

又、自分自身もすごく成長させてもらいました。そう

いう経験の中で、ローターアクトのメンバーと関わっ

ていつも刺激を受ける事がたくさんあります。18 歳

～30 歳の時の自分を振り返ってみると高校生のとき

は大人しい学生でそんなに目立つほうではなかった

と思います。クラブには同級生の荻野と岸の友ちゃん

がいますが、今の私を見てびっくりしていると思いま

す。大学の時は毎日テニスに没頭していましたし、卒

業後は、勤務医として必死になって仕事をしていまし

た。奉仕活動について考えたことはほとんどなかった

と思いますし、一般の若者はほとんどそうだと思いま

す。そういう年代にローターアクターは日頃「ロータ

リーファミリー」の一員として、私達の手の届かない

ところで奉仕活動を通じて、世の為人の為になること

を実践しています。たとえばクラブ行事として、プル

タブ、アルミ缶集め、献血活動、エイズキャンペーン

運動への参加、地域の養護施設等への訪問及び児童と

の交流、フリーマーケット、海岸の道路掃除、地元の

お祭りに出店とお手伝い、他クラブとの交流会と合同

行事など他にも沢山の行事を行っています。その活動

を見るにつけ、いつも感心していますし、エネルギー

をもらっています。 
現在 2640 地区ローターアクトクラブは会員数約

106 名（若干増減があります）で、クラブ数は 12 ク

ラブで 3 ゾーンに分かれています。第一ゾーンは堺

RAC（13）・泉大津 RAC（5）・岸和田 RAC（12）・
泉佐野 RAC（8）、第二ゾーンは松原 RAC（2）・富田

林 RAC（12）・河内長野 RAC（8）・高野山・橋本 RAC
（8）、第三ゾーンは和歌山 RAC（14）・海南・海南東

RAC（9）・有田 RAC（9）・御坊 RAC（11）です。

残念ですが、今年度で高野山・橋本 RAC（2 名）が

卒業してなくなります。次年度は 11 クラブになりま

す。現在ローターアクト地区代表は、御坊 RAC の丸

山君で、次年度の地区代表は河内長野 RAC の中野君

に決まっています。 
去る 4 月 20 日（日）ローターアクト新旧エレクト

研修会がありました。2640 地区のガバナーは新世代

に力を注ごうという事で非常に理解を頂いておりま

す。私の知っている範囲では、平尾年度、三軒年度、

平原年度のガバナーは、ローターアクトの地区行事に



は必ず参加してくれまして、青少年はすべての人々の

未来で若い人達の為に応援しなければならないとい

うことでいつもバックアップしてくれていますし、次

年度の勝野年度も新世代の活動はロータリーらしい

有意義な活動として評価してくれています。 
本当にありがたいことだと思っています。 
新旧エレクト研修会にはローターアクター多数、ロ

ータリアン 7 名の参加でした。地区での私の仕事は、

最後に総評をしゃべるというのが定番になっていま

す。その研修会の中で、ローターアクターからの意見

として、ロータリアンにもっと参加してもらう為にも

っと興味ある会にしたい。 
○ 言葉で言っているが実行していることが少ない

（有限不実行） 
○ 例会に楽しいから行こうというのがなくなって

いた メンバーが減ってきた時 
○ メンバーとのコミュニケーション不足 
○ 出席率アップをめざす 
○ 会員増強についてどうするか 
○ 例会時の事前の連絡を徹底する 
○ 意識を喚起するにはどうしたらよいか 
○ 地区行事 年間行事をこなすのが大変 
他にもまだ意見があるわけですが、研修会を通じて、 
○ リーダーシップ 
○ 協調性 
○ 主体性 
○ 責任感 
○ コミュニケーション能力 
○ 感受性 
○ 傾聴（人の話を聞く能力） 
○ スピーチ能力を高める 
などを養うことができます。地区年間行事としては配

布したプリントを見てもらえば、わかると思います。 
泉大津 RAC 活動産経新聞掲載。 

2007～2008 年度の第 20 回全国ローターアクト研

修会は 2 月 9 日（土）～10 日（日）仙台で開催され、

700 名以上の参加者があり、2640 地区からは 30 名の

ローターアクターが出席しました。土曜日にロータリ

アンの義務出席者会議があり、全国からローターアク

ト地区委員長、地区委員、次期地区委員長を含めて

45 名の参加で、2 時間の会議でした。自己紹介を一

人１分間スピーチでお願いしますということでスタ

ートしたのですが、全研に出席するロータリアンは、

それぞれの地区でローターアクト一筋というベテラ

ンで論客が多かったということもあってしゃべるし

ゃべるで、あっという間に 1 時間 30 分が経過してし

まいまして、意見交流会が 30 分もないという中でわ

けのわからない内に終わってしまいました。 
司会の委員長がロータリアンにスピーチ延長 1 分間

というのは失敗でしたと反省しきりでした。感想とし

ては、関西 4 地区、2640 地区、2650 地区（奈良・京

都）、2660 地区（大阪）、2680 地区（兵庫）は全国的

にもローターアクトの活動が活発な地区で改めて認

識させられました。 
今後の課題として、会員増強の問題があります。18

歳～30 歳という年齢制限があるので必然的に増強し

ないと自然減になってしまいます。 
ローターアクトの活動を知ってもらう為に活発に広

報活動をし、ロータリアンに活動を今まで以上に知っ

てもらう事が大事、又、活動して行く上で、 
 
 
 
 
 
 
 
 
のバランスが大事で、楽しみながらアクト活動を実践

してほしいと思っています。アクト活動の経験を卒業

した後も気持ちのすみに置いて、夢を持って頑張って

ほしい。（理想はロータリアンになる事）アクト活動

はまかせているが、方向性のチェックは必要であると

考えています。 
6 月 29 日、有田市「橘家」にてローターアクト地

区大会が開催されます。どうか出席の程よろしくお願

いします。 
最後になりますが、先程、奉仕活動についてお話し

ました通り、ローターアクターは少ない人数で日々努

力と研鑽を重ね頑張っていますし、ロータリアンの刺

激剤となっている現状もあります。そういう意味にお

いてもローターアクトはロータリーにとっても必要

な組織であり、重要な役割を果たしていると感じてい

ます。又、ローターアクトクラブはロータリークラブ

が作ったということからも親子の関係ですので、無関

心というのではなくて、これからも皆でどうやって一

生懸命育てていくかということと、応援していくこと

が大事であると思っています。今後、益々充実した活

動ができるように奉仕のパートナーとしてご協力の

程よろしくお願いします。 
 

８．閉会点鐘 

 

次回例会 休会 平成 20 年 5 月 5 日(月) 
第 1528 回例会 平成 20 年 5 月 12 日(月) 

夜間例会 18:30～ 海南商工会議所４F 
誕生祝い・結婚祝い 

 

 

 

 

辻 秀輝君  GSE ウエールズの受入れで御礼をい

ただきました。 

小椋孝一君  息子のコンサート、CD 購入でお世話

になりました。 

寺下 卓君  ロータリー野球部の試合の応援、よろ

しくお願いします。 

上南雅延君  昨日の社会奉仕活動で大変お世話に

なりました。 

山畑弥生君  昨日のたんぽぽの会さんとの交流会

知識 遊び 

奉仕 

実践 



にたくさんの皆さんの参加ご協力頂

き有難うございました。 

山名正一君  井脇補佐さま、本日ご苦労様です。こ

の後の協議会よろしくお願いします。 

木地義和君  たんぽぽの会、参加させて頂きました。 

上中嗣郎君    〃 

柳生享男君  塩崎様、先日は有難うございました。 

中西秀文君  今日卓話させてもらいます。 

上芝良造君  先週欠席して山田さんにお世話にな

りました。昨日、滋賀県で第６回全国

猪犬競技会が行われ、若犬部門で和歌

胡麻号が優勝しました。 

上野山雅也君 昨日「タンポポの会」出席の方お疲れ

様でした。 

花田宗弘君  井脇ガバナー補佐様、クラブ協議会出

席ありがとうございます。 

井脇雅和様  一年間いろいろとお世話になり有難

(有田 RC)   うございました。 

       とりわけ、山名会長さんにはいろいろ 

とご無理をお願いして申し訳ござい

ませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月のＲＩ会長メッセージ   
ウィルフリッド J. ウィルキンソンＲＩ会長 

 

私たちの前に横たわる課題 
ロータリーは、政府とは何の

結びつきも義務もない、宗教的

にも政治的にも中立な団体とし

て確立されている、ユニークな

特権をもっています。私たちは、

飲み水や食料を供給したり、読

み書きや計算を教えたり、災害

の援助を行ったり、ポリオを終

結するというような援助を行う

男女のグループとして知られ、尊敬されています。 

 

ロータリーはそこにある 
 ニーズがあるとき、危機や緊急事態が存在するとき、

ロータリーはそこにあります。どのような危機に際し

ても、私たちの役割の一つは、人々とともにあって導

くのであって、遠く離れたところから操作をするので

はないということを、私たちはロータリアンとして知

っています。それは私たちの役割であるとともに責任

でもあるのです。 

 今日、私たちは、環境変化や気候変動という地球規

模の新しい危機に直面しています。これは誰にでも影

響を与える問題ですが、豊かで健康な人よりも、貧し

く弱い人々をより強く痛めつけるという恐ろしい状

況です。疑問に思ったり、考えたり、あるいは望みを

もつという日々は終わりを迎えました。というのは、

私たちはその進行を抑えることはできても、止めるこ

とはできない状態にあることが、より明確になってき

たからです。 

 

私たちの進む道は? 
 私たちは数年後、あるいは数十年のうちに危機が起

こり、それに対する挑戦があることを知っています。

私たちはその問題を自分たちと切り離して、見ている

のでしょうか。それとも、自分たちのこととしてこの

問題を扱うのでしょうか。 

 私たちは、ばらばらになるのでしょうか。それとも、

すべての人々の普遍的なニーズに取り組むために結

集するのでしょうか。私たちは貧しい人々のニーズ以

上に金持ちの欲望を満たす方向を選ぶのでしょうか。

それとも、私たちの星に住むすべての人にとって一番

いいことをするのでしょうか。 

 一番大きな課題が、現在、そしてこれから数年のう

ちに、私たちの目の前に横たわっているのです。 

会報・ＩＴ委員会 委員長 塩崎 博司 副委員長 大谷 徹 小椋 孝一 上田 善計 寺下  卓 山田 耕造  的場 賢美


