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(1) ロータリーソング「四つのテスト」斉唱
(2) 山本 正治会長挨拶
今日は夜例会です。いつもの昼例会に比べて、会員同士
の親睦と絆を強める会にしたいと思っています。また今晩
は、ローターアクトの皆さまを招待しております。ロータ
ーアクターと呼ばせていただきますが、ローターアクター
はロータリアンと一緒のロータリー・ファミリーです。こ
こでファミリーとは、父と母、子供といった血縁で結ばれ
た「家族」ではなく、ロータリーという共通の目的を持ち、
家族のように仲の良い仲間を意味しております。この年度
では、ロータリアン会員同士だけでなく、ローターアクタ
ーを含めた仲間の親睦と絆を深めて行きたいと思っていま
す。
さて今日は、
「ローターアクトを語る」と題して、お話を
します。青少年奉仕活動としてインターアクト、ローター
アクト、ライラがあります。この分野はロータリーの奉仕
活動の中で分かりづらい分野です。特にローターアクター
は悩んでいます。彼らの悩める生の声を紹介します。
（引用始め）１．私はアクトと言う組織に「勤務」して
いると思っています。
そして企業から派遣されている以上、
この組織の目的・存在意義の達成のために粉骨砕身したい
のですが、肝心のこの組織の目的や存在意義が見えてこな
い。ここに悩みの原点があります。
２．私は企業派遣で（社長がロータリアン）自分の意思
で入ったわけでもなく、また自分の意思でやめるわけにも
いかない立場。それゆえ、
「せめて、この組織の目的のため
に奉公しよう」と思っても、その｢目的｣が見えてこない。
いや、正確に言えば、
「定款とかアクト必携とか文面上はも
のすごい目的がしっかりしているのに、どうも、実態がそ
れを目的にした団体とは考えがたい活動内容だ」と言うこ
と。だとしたら、定款や文面は建前で、本音のところの目
的があるはずで、それがイマイチ見えてこない。
３．ローターアクトの活動の成功とは、何ができたら成
功なんですか？ 言い換えれば、アクトが果たすべき「ミ
ッション（社会的使命）
」とは何か？と言うことです。
４．
『奉仕』
『親睦』
『能力開発』選択肢の少ない時代だっ
たらこの３つが同時にできるアクトにそれなりの意義があ
ったんだろうが、２１世紀の日本じゃ、純粋にボランティ

アやりたい人には、それに特化した団体がいくらでもある
し、職場や地域を越えた出会いだったら、ぶっちゃけミク
シィのほうがよっぽど出会える。能力開発だって、正直ア
クトでどんな能力が身につくかと言うのがわかりにくい、
２０代の普通のサラリーマンなら、英語や会計・法律と言
った直接的な資格のようなスキルを身につける方向に走る
だろう。つまり、どれをとっても中途半端で、社会に必要
とされなくなりつつあるんだよ。
５．結局「ローターアクトの目的は何か」ってことを曖
昧にしたまま「熱中すれば得られるものがある」とか言っ
て、それをごまかしてるから、そう言う齟齬が起きるんだ
よな。
６．曖昧か？ 目的は奉仕、明解だ。
７．奉仕は手段。奉仕と言う手段を通じて得られるリー
ダーシップの涵養（≒将来のロータリアン育成）こそが最
終目的。
８．目的は世界平和。リーダーシップの涵養はそのため
の単なる手段。
（引用終わり）
ローターアクト活動もロータリーの基本に戻って立て直
す時期に来ているようですが、私は最近ローターアクトク
ラブの例会に出席し、ロータリークラブとローターアクト
クラブが全く同一の考え方に基づいていることを再確認し
ました。それは「ロータリーの目的」と「ローターアクト
活動指標」の内容が全く同じだからです。前者では、
「意義
ある事業の基礎として奉仕の理想を奨励し、これを育むこ
と」
、後者では、
「ロータリー精神に則り云々」となってお
ります。また行動目標も４項目からなり、それぞれ「親睦・
クラブ奉仕」
、
「職業奉仕」
、
「社会奉仕」
、
「国際奉仕」を意
味しております。
最後にまとめとして、ロータリークラブもローターアク
トクラブも、奉仕の理想という共通の目的を持つロータリ
ー・ファミリーであると思います。私が何度も引用する心
理学者マズローの欲求段階説に従えば、奉仕の理想を目的
として自己実現を目指す家族のように仲の良い仲間と言え
ます。今日の夜例会が家族的雰囲気で進むことを期待して
います。

(3) ゲストの紹介(新潟ローターアクター１０名)
北陸ガス㈱ 樋口春隆（会長）、新日鐵住金㈱新潟支
店 小澤詩乃（幹事）、新日鐵住金㈱新潟支店 東條
めぐみ、㈱塚田牛乳 白土泰彦、新潟信用金庫 石田
高経、㈱NTT 東日本－新潟 諏訪部涼子、第一建設工
業㈱ 清野友二、第一建設工業㈱ 田中 雄一、新潟
日報社 樋口真佑子、イタリア軒 小林千春
(4) ビジターの紹介・ご挨拶
高坂光一君(高田 RC) 次年度、地区青少年委員長の
予定です。２０１６～１７年度、第二分区でライラのホスト
クラブをして頂く予定となっておりまして、次年度、地区
ライラ委員のご推薦をよろしくお願いします。
(5) 表彰
・樋熊紀雄君へ第８回米山功労者マルチプル感謝状贈呈
・竹石松次君へ第５回米山功労者マルチプル感謝状贈呈

(6) 委員会報告
・岡村健吉親睦委員長
１０月２２日は月見例会です。当日は、佐渡より立浪会ご一
行においで頂き相川音頭の歌と踊りを披露して頂きます。
全国トップレベルの民謡団体だと思いますので、是非、お
楽しみ下さい。
・高橋 清文地区RA委員第１４回アジア第一ゾーン代表者
会議報告 去る９月１５日（日曜日）チサンホテルにて
国際ロータリー第１４回アジア第１ゾーン代表者会議
が開催され参加して参りました。
当日はそれぞれのＲＡ
Ｃの委員長を初め地区のＲＣメンバーを含め総勢約５
０名の集会となりました。又、山﨑ガバナーのご参加も
頂き、華やかな内にも重厚感のある会議となりました。
メインテーマとして全国研修会の事前準備・会員増強の
取組み等が熱心に討議されました。
感想としてＲＡＣメ
ンバーのエネルギッシュな論議に関心させられ１ロー
タリアンとして彼らへの応援をもっとしっかりやって
行かなければと考えさせられた一日でした。

潟に来訪いただくことを期待してニコニコいたします。
・塚田 正幸君 ①３０数年前、青年会議所在籍中に作っ
たテニス同好会の合宿が今年も２２日～２３日、十日町当
間高原ベルナティオでありました。２０名参加(奥様７名)で
平均年齢約６０歳ですが、二日間天気に恵まれ高原の爽
やかな空気の中でテニスを存分に楽しみました。②今夜の
例会に新潟ローターアクトの樋口会長はじめ１０名のｱｸﾄが
出席します。ローターアクトは月に２回夜７時３０分からイタ
リア軒で例会をやってます。ロータリアンとは中々会う機会
が無いですが、今回山本会長の温かい理解と配慮により
大勢で参加します。アクトの皆さんの歓迎と山本会長に感
謝を込めてニコニコします。
・照内 太郎君 我が原ジャイアンツがリーグ２連覇を達成
しましたのでニコニコです。次回はクライマックスシリーズを
勝ち上がった際にニコニコの予定です。
・金親 顯男君 私は新潟阪神猛虎会の一員です。先ずは
読売ジャイアンツのセリーグ優勝誠におめでとうございま
す。ふがいない阪神ですが、とりあえずクライマックスシリ
ーズに出場しますので、宜しくお願いします。互い手を抜
かず､正々堂々と戦いましょう。
・金親 顯男君 ローターアクトの皆様を歓迎し。特に本日
はイタリア軒の小林千春さんも出席しております。RC の皆
様宜しくお願い致します。
・石川 治壱君 ローターアクトのみなさんをお迎えして。
(9) 「新世代のための月間」に因み
・石川 治壱ローターアクト委員長より
新潟ローターアクターの紹介
・新潟ローターアクトクラブ 樋口会長より
活動報告と会員の紹介

(10) 本日の出席率 ６１．６３ ％
(2 週間前メーク後 ８８．８９

%)

(7) 各種ご寄付の発表
米山奨学会寄付発表(徳永 昭輝委員長)
竹石 松次君

徳永 昭輝君

１０月１日の例会予定
会員スピーチ 「知って楽しい学んでおいしい、

青少年育成基金寄付発表(若槻 良宏幹事)
塚田 正幸君

キリンビールの教室」

樋熊 紀雄君
キリンビールマーケティング㈱ 新潟支社長

(8) ニコニコボックス紹介(金親 顯男副委員長)
・高坂 光一君(高田 RC) 突然の申し出を受け入れて頂き
感謝します。
・佐野 晃之君 本日、当社（NTT 東日本新潟支店）は、新
潟観光コンベンション協会 殿と、外国人観光客向けに、
無料での無線 LAN 利用環境を提供する「新潟まちなか
WiFi（ワイファイ）化計画」のニュースリリース並びに発表会
をさせていただきました。海外からも多くの方に、当地 新

中 島 勉 君
新潟ロータリークラブ会員専用ホームページアドレス
http://www.niigatarc.jp/
会員専用ページログイン情報
ユーザーID niigata
パスワード rcrcrc

２０１３－１４年度 新潟ローターアクトクラブについて
新潟ローターアクトクラブ
2013-14 年度 会長 樋口春隆
拝啓 初秋の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。日頃より当クラブの活動にご支援、
ご協力いただきまして誠にありがとうございます。
現在新潟ローターアクトクラブは、ロータリアンの皆様からのご協力もあり、7 名の新入会員が加わ
りまして、総勢 15 名で活動をしております。新潟市内に勤める様々な業種の若者がこうして多く集ま
り、一緒に活動できることを大変嬉しく思っております。
今年度活動内容としましては、例年通り毎月 2 回の例会において全員で 1 分間スピーチや各会員が担
当する卓話を行なっていきます。また海岸清掃や地域奉仕イベントの参加、他クラブ、他地区のロータ
ーアクターとの交流など様々な活動をして社会貢献、人間開発に努めていきたいと思っております。ま
た新たな取り組みといたしまして、これまでしばらくの間休止していました会報誌「つくし」の発行、
ホームページの設立、新たなイベントの企画運営といったことを計画しております。
まだまだ経験が浅い会員が多く、仕事とローターアクト活動との両立に苦労している会員もおります。
ただアクトでの活動は今この年代でしかできないことばかりだと私は思っています。この貴重な経験を
通じて、将来の仕事や生活に大きな糧となるようこれからも頑張っていきます。今後ともご指導、ご鞭
撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
２０１３－１４年度 活動内容・予定
毎月第 1・3 火曜日 定例例会 イタリア軒（日程変更・移動例会あり）
平成 25 年
8 月 30 日（金） 塚田青少年奉仕委員長宅にて納涼 BBQ 例会
9 月 8 日（日） アクトの日 新潟・新潟南 RAC 合同海岸清掃活動（新潟市・日和浜）
9 月 15 日（日） アジア第 1 ゾーン会議（新潟市・チサンホテル）
10 月 5・6 日（土日） ライラ研修参加（柏崎市）
10 月 12 日（日） いじめ見逃しゼロ運動（聖籠町・新潟南 RAC 主催）
10 月 26・27 日（土日） 被災地ボランティア・RA 交流活動（宮城県）
平成 26 年
3 月 8 日（土） ローターアクト地区大会（三条市）
3 月 15・16 日（土日） 全国ローターアクト研修会（東京ビッグサイト）
その他 各種イベント運営・参加
会報誌「つくし」の発行 （年２・３回程度）
ホームページ（Facebook ページ）の設立
以上

