
 
 
 
 
 
 
 

第 1565 回例会 21 年 3月 23 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 

会員卓話：中西 秀文君 
全国ローターアクト研修会(長崎) 
ローターアクト新世代交流会報告 

１．開会点鐘       

２．ロータリーソング  「それでこそロータリー」 

３．出席報告  

会員総数68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％ 

 

４．会長スピーチ      会長 宮田貞三君 

皆様、今日は。 
昨年のペッツで勝野ガ

バナーよりリーダーの条

件と題して、話を聞きま

した。リーダーとしての

資質を持たない私が話す

テーマとしておこがまし

いので、今までためらっ

ていましたが、その時の

話をさせていただきます。 
米国は、大統領に若い

リーダーを選びました。日本ではリーダー選びの総

選挙について、日程がいまだわかりません。世界は

有史以来恐ろしいほどのスピードで進む時代にな

っています。日本だけがゆっくりしていてよいのか。

激動の時代を乗り切るには、トップリーダーの腕に

かかっています。 
リーダーとして組織を動かすには、 

①謙虚であること 
②コミュニケーションをきっちり取る事 
③目標をしっかり定める事 
④たとえ失敗してもその原因を捜せる事 
⑤会員の夢、人の心を吸い上げる事 
⑥気持ちよく働けるように雰囲気を作る事 
 リーダーとして、信頼関係を結ぶには、以上が重

要であると言われています。その上にリーダーに要

求される5つの必須条件があります。 
“上根、上智、大度量、勇鋭、無惑” 
この5つの条件を充たす人は大きな組織を動かすこ

とができる。 

①上根の人である事。人の心根のことです。 
心の奥が深い愛情で充ちており、優しさ、思いやり

のある人、皆んなの為になるかどうか常に考えてい

る人が上根の人です。 
②上智の人である事。上智、即ちハイレベルの智性、

知識を持ち、よく考える人物が「上智の人」です。 
③大度量の人である事。器量、器の大きい人物であ

る事。遊びも仕事も大胆に、世界的な視野で物事を

考える人。 
④勇鋭の人である事。実行に移せる勇気があり、鋭

い感性を持ち、人々に勇気を与える人。 
⑤無惑の人である事。迷わない人。一度決めたら迷

わないで、ねばり強くやり抜く信念の持主である事。 
 以上5つがトップリーダーとして大切な条件です。

5つの条件が揃えば、大きな力を発揮して、大きな

組織を動かすことが出来る。 
 私達のクラブは歴代33人のトップリーダーの素

晴らしい指導力と会員皆様のチームワークで、2640
地区でも有力なクラブに成長し、パストガバナー、

そして多数の地区委員を輩出する、地区にとっては

なくてはならない大木に成長しています。まさに良

樹細根という言葉がピッタリのクラブです。良樹細

根とは、良い木は幹も太く、幹を支える木の根も細

部までよく伸びています。私達クラブは会員皆様の

思いやりの心でしっかり支えられています。強風に

も耐える、まさに藤白神社の楠のような大木です。

私はその大木のテッペンに何かの勢みでひっかか

った帽子のような会長です。帽子の中身は何もあり

ません。空であり、無であり、虚です。 
 法事の時に聞く、般若心経に色即是空、空即是色

の言葉があります。お釈迦さまも空海さんも、色に

のめり込むと人間の心も財産も空になりますよと

教えていると今まで思っていました。そうでない事

に気づいたのは最近です。難しい話は荻野さんに教

えていただくとして、この世に有る物は総て無にな

る。なくなる。そして無は決してなくならない。残

っています。あなたの心の中に、千の風に乗って貴

方の側にいますと歌にも歌われています。 
 私の任期も残り約3ヶ月となりました。何もない

無から無心に、無我に、虚が謙虚に、そして空が有

に、夢が現実に、一歩でも近づく事を願って残りの

任期を精進して勤めます。 
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５．幹事報告         幹事 山田耕造君 

○例会臨時変更のお知らせ 
 岩出 RC 
  4 月 2 日（木）→4 月 2 日（木）13：00～ 

根来（花見例会） 
 那智勝浦 RC 
  4 月 2 日（木）→4 月 2 日（木）12：30～ 

太地梶取岬（花見例会のため） 
  4 月 16 日（木）→4 月 16 日（木）19：00～ 

海翁禅寺（炉辺会合のため） 
海南 RC 

  4 月 8 日（水）→4 月 8 日（水）12：30～ 
有田東急ゴルフクラブ（花見例会） 

和歌山北 RC 
  4 月 13 日（月）→4 月 11 日（土）15：00～ 

ホテルグランヴィア和歌山 
（創立 30 周年記念式典） 

  4 月 20 日（月）→4 月 20 日（土）19：00～ 
ダイワロイネットホテル和歌山 

○休会のお知らせ 
 岩出 RC   4 月 23 日（木） 
 粉河 RC   4 月 29 日（水） 
 海南 RC   4 月 29 日（水） 

5 月 6 日（水） 
○４月ロータリーレート 
     １＄ ＝ ９８円 
 

６．委員会報告 

８○(ハチマル)会 8 月 6、7 と予定しています。会

費納入よろしく。 
 
７．会員卓話 

地区ローターアクト委員長 中西 秀文君 
 全国ローターアクト

研修会と新世代交流会 
2008 年～2009 年度第

21 回全国ローターアク

ト研修会が、2／21（土）、

22 日（日）長崎で開催さ

れました。2740 地区（佐

賀・長崎）がホストクラ

ブで、当日ロータリアン、

ローターアクト合わせ

て約600名の参加人数で、

2640 地区からは 14 名のローターアクターが参加し

ました。今回のテーマは「E」5 つの意味があり 
１．「Evolution」進化 
毎年各地で開催されていた研修会をもう一度見直し

進化させたい。鎖国をしていた頃、出島を開港し、様々

な外国文化を取り入れ、坂本龍馬など多くの偉人たち

が学び、活躍したこの長崎の地に私達ローターアクタ

ーが集うことで、再び全国的な発展へと繋がるような

研修会にし、今後の活動を更に進化させたい。という

思いを込めて。 

２．「Ecology」環境問題 
この研修会の大きな柱ですが、ここ数年世界的にも問

題になっています。この問題に関して多くの人々、団

体、地域がそれぞれ試行錯誤し取り組みを展開させて

いますが、今回私達ローターアクターとして、何が出

来るかを考え、今後のローターアクト活動の発展に繋

げたいという思いを込めて。 
３．「Emotion」感動 
全国のロータリアン、ローターアクターが集い、この

感動を分かち合いたい。 
４．「Enjoy」楽しみ 
この素晴らしい機会を存分に生かし楽しみたい。 
５．「Eternal」永遠 
ロータリー精神、ローターアクト精神は永遠であり、

関わった全ての人々の絆は永遠である。今回の研修会

を何らかの形に残し、永遠に伝えて行きたい。 
私が一番感心した事は、今回の全研開催にあたり、第

2740 地区のローターアクターが、ガバナー事務所か

ら補助金なしに協賛金を募って運営した事です。又、

協賛金の一部を環境について考え、確認した気持ちを

形と残すべく、大会記念植樹として、長崎市へ桜の樹

を２本（ロータリーの樹・ローターアクトの樹）とし

て寄贈した点です。 
この 2 本の意味は、ロータリーの樹もローターアクト

の樹もどちらか一方が栄養を取り過ぎたらバランス

が崩れ、片方は枯れてしまいます。このようにならぬ

よう、ロータリーもローターアクトもどちらもお互い

の事を考え、思いやり、今後とも共に家族として成長

し続けたいという思いを込め、永遠に受け継いで行き

たいと意味合いがあります。 
 まさに、今まで毎年費用をたくさん使って、盛大に

開催されてきた全研を見直すという点で「Evolution」
進化だと思いました。2740 地区のローターアクター

全員一丸となって開催に向けて努力した結果だと思

いました。毎年一流のホテルや、国際会議も開催され

る会場で開催されてきましたが、今年はそういう意味

において長崎市公会堂や、勤労福祉会館、市民体育館

といった会場で、会場は見劣りしましたが、ホスト地

区のローターアクターの苦労がよくわかりました。 
 ただ、例年通り、会場は異様な熱気に包まれ、彼等

のパワーとエネルギーに圧倒され感動しました。私は

ローターアクターだけでなく、一度ロータリアンも参

加して、その雰囲気を味わってほしいと思います。ロ

ーターアクターはすぐ友達になれますし、最高の情報

支援の場であり、お互い頑張っている姿を見て、情熱

をかきたてられる場でもあります。ロータリー部内で

義務出席者会議が毎年ありまして、いつもは全国から

出席したローターアクト委員長が 1 分間スピーチで

各地区の活動報告を行います。ローターアクト委員長

はローターアクト一筋というロータリアンが多いの

で、しゃべるしゃべるで 1 分間で終了することはほと

んどなく、最後はまとまりなく終了するというのが通

例です。ただ、今年は運営方法が全く違いまして、テ

ーマは「ローターアクト活動に対するロータリアンの

責任と役割」で、パネルディスカッション形式で行わ



れました。パネラーは 2740 地区ガバナー、2500 地

区、2700 地区（福岡・佐賀・長崎）、ローターアクト

委員長、2690 地区（岡山・鳥取・島根）ローターア

クト代表、2740 地区（ホスト地区）RAC 代表の 5 名

でした。 
 ホスト地区（2740 地区）ガバナー挨拶の中で、ロ

ーターアクト全国大会の案内を全国のガバナーに出

した所、翌日からメールで全国ローターアクト大会と

はどういう大会なのかという問い合わせが殺到して、

初めて聞くガバナーが多いというのが現状で、本当に

びっくりしたという話がありました。又、 
①ロータリアンが高齢化してローターアクトに関わ

るのが面倒くさい。 
②ローターアクトのメンバーが減少しているし、青少

年交換でも受け入れが少ない。 
③人数が減少しているので活動費が出せなくなった。 
という中で、ロータリアンが手抜きしているのではな

いか、もっと関与して指導すべきではないか。 
ロータリーのプログラムとして提唱している限り責

任があるのでやめさせるわけにはいかないという話

がありました。 
①ローターアクトクラブの現状 
 全国的に会員が減少している。 
 現在、全国 34 地区、369 クラブ、 

会員数約 3,700 名、平均１地区 100 名前後 
 今回の全研の締め切り 1／21 11 地区期限内 
 残りは催促して連絡が来た。 
これがローターアクトの現状、こんなに遅れるとは思

わなかった。社会人として成り立つのか。自覚が足り

ない。なまけているのではないか。地区代表が決まっ

ていない地区もある。（一地区）全国 369 クラブの中

で、OB,OG からロータリアンになっているのはすご

く少ないのが現状。 
・ローターアクトとロータリアンが触れ合う機会が少

ないのではないか 
・ロータリアンになろうと思わないローターアクター

が増えているのではないか。 
・TC に行くローターアクターが多いのでないか 
・RAC に対してロータリアンが魅力を感じていない

のでないか 
・無関心なロータリアンが多い。 
・ローターアクト、ロータリアンは親子の関係である

が、ローターアクトに愛情が行き渡っていない。 
お金を渡すだけではだめ。ロータリアンの責任感がな

いのではないか。 
・アクト活動は失敗しても良いという意見もあるが、

失敗は無い様にシュミレーションして考える場が与

えられているので、それは良くない。ただ精一杯やっ

ての失敗は良いのではないか。⇒反省会が必要 
・ロータリアンの連絡ができていないのでないか。 
 気を使って話しに行きにくい。（RAC、RC どちら

からもそういう面があるのではないか） 
②ロータリークラブから見たローターアクトクラブ 
 2500 地区の新世代アンケートの結果 
・子供も RAC へ入れているロータリアンが極端に少

ない。 
・提唱クラブの関心が低い（無関心） 
 ロータリアクトクラブに任せているクラブが多い

のにはびっくりした。 
・新世代部門のないクラブがある。 
※人を育てるのがロータリーの仕事であり、地域に関

わる人間を育てるのが我々の役目である。 
・2700 地区（16 クラブ、213 名） 
（福岡・佐賀・長崎） 
・会員が減少している。 
・例会－出席が義務（ロータリアン） 
・ローターアクターからロータリアンになる会員が毎

年いる。 
③ローターアクトクラブへの指導・助言について 
・例会にはロータリアンが必ず出席。 
 （2640 地区でもクラブにより色々ある） 
・例会でロータリアンに卓話してほしい。 
色々のロータリアンの話が聞けてメリットがある。 

・ローターアクトクラブをロータリアンが研修（教育）

する必要がある。⇒ロータリー運動の目的と原理。 
ロータリーの使をもって知ってもらう必要がある。 
④新世代でのローターアクトの役割 
・新世代の若者を育てるという意味において重要。 
・ロータリークラブで卓話をする事が大事。 
⑤協同提唱について 
・やっていない方が多い 
⑥年齢制限について 

1968 年  17 才～25 才 
1974 年  18 才～28 才 
1992 年  18 才～29 才 
1993 年  18 才～30 才 

という中で、現状は年齢制限 18～30 才になっている。 
・会員減少の為、OB、OG の参加、35 才まで延長と

いう点については、R1 規定審議会では現在却下され

ている。 
・ローターアクターの意見として、30 才で卒業でき

るから頑張れる、モチベーションを高める事ができる

という事がある。 
Why 却下されているのか？ 
本来、ローターアクターは 30 才までに専門知識をみ

がき、地域のリーダーとして資質を高め、より良い職

業人となり、ひいてはロータリアンとして奉仕をしな

さいよというのが最終的な目的である為。 
◎新世代交流会について 
平成 21 年 3 月 15 日（日） 
 3 月 13 日を含む 1 週間は「世界ローターアクト週

間」と指定されており、当地区でも「世界ローターア

クト週間」行事の一環として 6 年ぶりに復活しました。

目的は地区内ロータリーファミリー青少年部門、（ロ

ーターアクトクラブ、インターアクトクラブ、青少年

交換、財団奨学生、米山奨学生）の親睦と文化体験で

す。当日は約 50 名の参加があり、陶芸体験を通して

お互いの交流をはかる事ができ、参加したメンバーも

大変喜んでくれて大成功に終了しました。 
 



８．閉会点鐘 

 

 

 

山田耕造君  土曜日、海から昇る朝日。だるま朝日

をみることができました。 
柳生享男君  3月20日イースト会に参加しました。 

参加の皆様、お疲れ様でした。 
桑添 剛君  先日イースト会ゴルフコンペ、忘れ物

して、バス遅らせましてすみませんで

した。 
奥村匡敏君  先日の KF 会で柳生さんにお世話に

なりました。 
谷脇良樹君  イーストクラブ参加の皆様、ありがと

うございました。 
吉野 稔君  イースト会に参加してきました。皆さ

ん早朝から御苦労様でした。 
中西秀文君  今日、卓話させてもらいます。 
 
 
次回例会 

第 1566 回例会 平成 21 年 3 月 30 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 

ゲスト卓話：地区青少年・ライラ委員長 
                瀧 成和 様 

 
 
 
 
 
 
ロータリー世界平和フェローシップ 
ロータリー・センタ

ー（平和および紛争解

決の分野における国

際問題研究のための

ロータリー・センター

は、2002 年に創設さ

れました。日本のロー

タリアン（ロータリー

クラブの会員）はロー

タリー世界平和フェローに対して、さまざまな形で支

援しています。世界に 6 つあるロータリー・センター

の一つ、東京都三鷹市にある国際基督教大学(ＩＣＵ)
をホストしているだけでなく、ロータリー・センター

への財政的な援助で日本は世界のリーダーでもあり

ます。ロータリアンたちは、多く人たちがこの制度を

利用して海外の大学院で修士の学位を取得し、各地で

起きている紛争の解決や平和問題のエキスパートと

して活躍していただきたいと願っています。なお、留

学先となるロータリー・センターがある大学は下記の

通りで、修士号取得までの履修期間は国によって異な

ります。 
〇デューク大学/ノースカロライナ大学チャペルヒル

校 (アメリカ) 履修期間 21 か月 

〇カリフォルニア大学バークレー校 (アメリカ) 
 履修期間 21 か月 
〇クイーンズランド大学 （オーストラリア） 
  履修期間 16 か月 
〇サルバドール大学 （アルゼンチン） 
 履修期間 16 か月 
〇ブラッドフォード大学 （イギリス） 
 履修期間 15 か月 
〇国際基督教大学 （日本） 
 履修期間 24 か月 
この奨学金（フェローシップ）は応募資格は 

〇大学院修士課程で修士号を取得するプログラムで

す。4 年制の大学を卒業していることが必要です。 
〇大学を卒業してすぐではなく、3 年以上フルタイム

の職務経験が必要です（関連分野の経験に関しては無

給のボランティアでも可）。 
〇日本人の場合、日本語以外に、自分が受験しようと

する大学で使われている言語の能力が求められます。 
応募者は各ロータリークラブを通じて申請書を提出

し、それぞれの地区が 1 人の候補者を選考した上、書

類を 7 月 1 日までに国際ロータリー世界本部（アメリ

カ・イリノイ州エバンストン）に送って、世界各地か

らの候補者と競う形で選ばれます。 
〇詳細（申請書の様式を含む）に関しては、国際ロー

タリーのホームページで、見ることができます。 
 世界中に 6 つあるロータリー・センターでは教室で

知識を学ぶだけでなくフィールドワークも行います。

修士課程の全学生は 3 か月にわたって、教室外での専

攻分野の実地体験に参加することを要求されます。 

つまり、世界平和フェローたちが規定の科目を修了し

た際には、修士号の学位とともに、現実世界での経験

も身に付けているのはもちろん、留学先では地元のロ

ータリアンたちと常に連絡を保つよう求められてい

るので、雇い主にとっては非常に魅力的な存在になる

のです。 
 世界平和フェローの課程を終えた日本人の学友自

身もその経験をうまく生かしています。第 2770 地区

・浦和ＲＣから推薦され、ブラッドフォード大学（イ

ギリス）のロータリー・センターで学んだ岸谷美穂さ

んは、現在、自らも設立にかかわった日本のＮＧＯ組

織 Peace Winds Japan とともにイラクで活躍してお

り、彼女のイラクにおける平和への貢献に対しては、

第 2 回中曽根康弘賞優秀賞が授与されています。 
 また、第 2680 地区・神戸ＲＣからの推薦で、デュ

ーク大学/ノースカロライナ大学チャペルヒル校（ア

メリカ）のロータリー・センターで学んだ細井麻衣さ

んは、修士課程修了後、直接スーダンに行き、ダルフ

ールで難民のために働きました。そのことがあって、

彼女は現在、ジュネーブにある国連難民高等弁務官事

務所の要職に就いています。 
 ロータリー世界平和フェローに関するお問い合わ

せは、rotarycenters@rotary.org にメールをお送りく

ださい。 世界平和に貢献したいと考えている、たく

さんの方の応募をお待ちしています。 
 

会報・ＩＴ委員会   委員長 西川 富雄  副委員長 吉野 稔  委員 山東 剛一、田村 能孝、吉田 昌生 山畑 弥生


