1620

【 本日のプログラム 】 4月26日 第7回クラブ協議会 「地区協議会を終えて」 横澤 創 会長エレクト
【 次回予告 】 5月10日 創立記念例会 プログラム委員会
【 第1615例会 】 平成24年4月12日（木） 【 司会SAA 】 原嶋 賢一郎 君 【 斉唱 】 「奉仕の理想」
【 ソングリーダー 】 辻 彰彦 君 【ビジター】 河西 正彦 様（大和田園RC）

皆さんこんにちは！
日本中のロータリークラブが「姉妹クラブ」、「友
好クラブ」、「Twin Club」といったような名称で、
海外のクラブと長期的な友好関係を結んでいます
が、その主な目的は、国際理解と親善、親睦活動
の推進にあります。
大和中ＲＣでも姉妹クラブとのお付き合いは、初

載っていますが、日本ではまず見られない「会長・
幹事と理事役員の交代式典」は、２０年ほど前に
初めて訪問した時、豪華で緊張感あふれる式典の
様子に衝撃を受けました。ベースに徴兵制の国だ
からと説明を受けて納得しました。
最近は景気の問題もあるのか、ひところよりは
規模も縮小され大分簡素化されたようですが、そ
れなりに厳かで格調高い式典が行われていると思
います。引き続いて行われる韓国式の２次会（懇親

期には相互訪問のついでに観光も楽しんで帰ると
いう形でありました。

会）もかなり派手なものです。
今年度は４名の新会員が入会されておりますが、

その後、大和中ＲＣの周年事業の際の 青少年
のスポーツ交流事業をきっかけに、会員相互の個

百聞は一見にしかずと申しますので、ご都合がつ
くのであれば、この機会に出席して見てはいかが

人的なお付き合いも盛んになり、近年は緊密な友
好関係を築いてきたと思います。
両クラブが共同で第三国のＷＣＳプロジェクトに
取組んだ実績もありますし、昨年11月には、３６名

でしょうか？
私自身、大和中ＲＣに入会するまでは韓国に行っ
た事もなかったのですが、姉妹クラブへの訪問と
先輩諸氏のご指導を通して、韓国とその国民性へ

の会員とご家族が慶州から来日され、大阪で歓
迎懇親の機会を持つことができました。
先週、姉妹クラブ担当の青柳さんからご報告の

の理解が確実に深まったように思います。
６月２８日（木）の夕刻が式典ということで、例年
の通りとすると、当日の朝に出発し２泊３日の行程

とおり、韓国・東慶州ＲＣから今年も「離就任式典

になりそうです。式典会場はいつもの慶州市の現

への招請状」がクラブ事務局に届きました。
大和中ＲＣのＨＰにも過去の訪問の様子が少し

代ホテルだそうです。
従いまして、参加されない会員の皆さまには大
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引田、小栁

変申し訳ないのですが、６月２８日の大和中ＲＣの
例会は取り止め例会とさせて頂きます。よろしくご

後藤パストガバナーよりIACとRACの現況を御報

理解お願いいたします。

いたいと思います。古い会員には何を今更と思わ

告頂き、最後に質疑応答というスケジュールで行
れる方もいらっしゃると思われますが、比較的新し
い会員の勉強という事で御容赦頂きたいと思い

①本日例会終了後、第10回理事会を開催いたし

ます。

ます。

IACとは、奉仕と国際理解に貢献する青少年の

②本日18時半より海老名RCホストで第4G、第6G

ための、RI提唱の世界的団体で、高校に在学中

合同会長・幹事会が開催されます。

の生徒、又は年齢12～18歳までの青少年が入会

③4/15(日)、家族例会です。八千代銀行前に8時

できます。IACという名は「国際的活動」Internatio

40分集合です。

nal Actionを意味します。

④来週4/19は振替休会となりますので、お間違え

IACは1559～60年度のRI会長、ハロルド・トーマ

のない様、お願いします。

スが世界中の青少年が共に活動できるような組
織をつくろうと1960年、5人のロータリアンからな
る委員会を発足させ、2年後の1962年、RI理事会
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したメルボルン高校IACです。その後、IACは次々
と広がっていき、現在では世界各地で、青少年が
様々なIAC活動を通じ、国際理解と親睦の輪を広
げています。日本では2009年9月末日現在、554ク
ラブ、約1万２千人の会員がいます。
日本最初のIACは1963年6月27日結成された、
宮城県の仙台育英学園IACです。このIACは、当
時世界最多の会員数を擁していました。提唱クラ
ブの仙台東RCは、その前年、1963年3月に創立し
たばかりでした。当時の手島ガバナーは仙台東RC

『IA・RA提唱クラブとしての可能性を探る』
新世代育成委員会

の国際奉仕委員長の加藤氏にRI本部から届いたI

中西 功 委員長

ACに関する英文の書類を手渡し、加藤氏は自分
当委員会は

が校長を務める仙台育英学園高校の生徒に呼び

本年度、RI推奨

かけたところ予想以上の賛同を得て、日本で初め

プログラムを勉

て、世界で一番大きいIACが結成されました。
仙台育英学園高校IACは、誕生してすぐ清掃奉

強するべく9月1
日にRYLAを、2月9日に交換留学生制度を取り上

仕や小さな親切運動などの様々な活動を展開し、

げクラブフォーラムを持ちました。本日は当委員会

1967～68年度「インターアクト国際ロータリー賞」

本年度最後のクラブフォーラムとしてインターアクト

を受賞しました。またIACの設立後、海外留学が活

とローターアクトを取り上げてみたいと思います。ま

発に行われるようになり、地区の青少年交換制度

ず私の基調スピーチを10分程させて頂き、続いて

を促進するという効果も生みました。
ローターアクトクラブ(RAC)とは、18～30歳の若

2

年成人を対象に、奉仕を志向する市民と指導者を

山あるそうです。「RACを提唱すると、お金がかか

育成するため、ロータリークラブが提唱する世界的

る」「つくった後の維持が大変なのでは…」という

な団体です。地域社会を基盤とするRACと、大学

考えがロータリアンにあるようです。確かに提唱R

を基盤とするRACの2種類のRACがあり、1クラブ

Cは、RACが結成された時に、RIへの加盟金として

は、少なくとも15人の創立会員でスタートする事

米貨50ドルを納めたり、地区レベルの研修会など

が望まれています。「ローターアクト」(RA)の名称は

が行われる時には、彼等の参加費用を負担しなけ

「ロータリー」(Rotaty)と「行動」(Action)からきてい

ればなりません。しかし、RAの会合に関する費用は、

ます。

RA自身の責務で担われる事になっており、全てを

その誕生は、1960年代に入って、世界中の青少

RCが負担する義務はありません。今日の若い人は、

年が、共に活動できるような組織をつくろうという

明日は地域社会の指導者です。RIが唱え続けて

機運が高まり、その2年後に国際ロータリー理事会

いるRAの意義や、実際に素晴らしい活動を行って

により、まずインターアクトプログラムが宣言され、I

いる、若いRAの姿を思い起こし、ローターアクトプ

ACが次々と世界各地に創立されていきます。しか

ログラムに参加の検討をすることは価値ある事と

しインターアクターは14～18歳の高校生の年代が

思われます。

対象で、卒業と同時に会員資格が失効するため、
これを継続するものとして1968年の1月に「ローター

後藤

アクト構想」が打ち出されました。1968年、RI理事

今私たち第2780地区の新世代の現状ですが、
インターアクトクラブは11クラブ、会員数約200名
足らずで、提唱しているクラブは第２と第５グループ
が一番多く3クラブずつです。この第６グループは1
クラブ、県立厚木商業高校を厚木中クラブが提唱
しています。
またローターアクトクラブは、4クラブ、会員数44
人ほどで、横須賀、鎌倉、相模原、小田原城北クラ
ブが提唱しています。古い会員はご存じの方がい
ると思いますが、かっては大和クラブも大和ローター
アクトクラブを提唱していましたが、ロータリークラ
ブの会員数の減少と比例して消滅してしまいまし
た。以前は東海大学などのサークル活動としての

会は、初めてRACの発足を認証しました。世界最
初のRACは、アメリカ、ノースカロライナ州ノースシャ
ロットRCの提唱により、1968年3月13日に結成さ
れたノースシャロットRACです。
日本最初のRACは、ノースシャロットRACと同じ
1968年に創立した埼玉県の国際商科大学RAC
(現川越RAC)です。当時の第357地区の川越RC
の提唱で、6月1日に発足し創立会員12人でスター
トしました。2009年9月末現在の日本のRACの数
は280クラブ、会員数は約6400人です。
RACの目的は若い男女が、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

定毅 パストガバナー

クラブもあって活発に活動が行われていました。私
がガバナーの時にも第３グループの方で慶応大学
の学生によるローターアクトクラブ設立の動きがあ
りましたが、提唱クラブになるところの事情で中々

地域社会における物質的あるいは社会なニーズと
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

進んでいないように聞いています。
私も改めてガバナーになって理解を深めたので
すが、このインター、ローターアクトクラブも、ロータ
リークラブの資金的援助を受けて、ロータリーと同

を提供することにあるとされています。
この「親睦と奉仕活動を通じて」は、ローターア
クターの標語であり「奉仕を通じての親睦」として
採択されていますし、RAのプログラムは、この標語

様に年次大会、地区協議会、研修会などを開催し、
若者同士で「奉仕の理想」求め、そして思いやりの
心を広める社会奉仕、国際奉仕活動をしています。

を中心として展開されています。
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

特に昨年3月11日に発生した東日本大震災の時
には、すぐさまソーシャルメディアと言えるフェイス・

ターアクターがロータリアンになったという例は沢
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ブックやツィッターを活用して、被災地区のローター
アクターと情報を交換し、現地のニーズにあった素

来なかったと思います。

早い助け合い活動を行って被災地の方々から大
きな評価を受けたと言われます。

石川 健次 会長
ローターアクトは、高橋政勝さんのお嬢さんが在

ご案内のように2010年度の規定審議会で新
世代奉仕がロータリーの奉仕の第５部門になりまし

籍されていた当時は、提唱クラブの大和ＲＣの管理
がきちんとしていて評判が良かったと聞いています。

たし、我がクラブも若い会員が増えています。これ
から中西委員長も言われるように、個人的にはイ

私は大和中ＲＣに入会させて頂いて、ロータリー
を楽しく感じていたので、知人の息子をローターア

ンター、ローターアクトクラブへの関わりあいをも含
めた、次の時代の日本や地域を担う新世代の方々

クトに入会させて、若いうちに視野を広げてもらお
うと思い、アクトの例会見学に誘ったことがありま

との交流を検討課題としていくことも必要ではな
いかと思います。

す。
ロータリアンが同席しても、ゲストを連れて来てい

因みにロータリーはお金の面でも、ロータリークラ
ブの35歳までの新世代の会員の会費や入会金、

ても そんなことはお構いなしの若い人たちの仲間
内のノリで夜間の例会が行われていました。その

あるいは地区負担金などを免除できるようにして
いますし、それほどまでして今は将来に備えて新世

場の雰囲気があまり良くなかったので、アクトの入
会はやんわりと断りました。

代に対する優遇策を考えて行くように、RIの方針
としてそれぞれのクラブに対し推奨しています。

その後のローターアクトは、提唱クラブの大和Ｒ
Ｃも熱が冷めてきたのか、自然に消滅したようです。
インターアクトについては、これから検討するの
であれば現実的には、大和西高校か、辻会員が理
事をされている湘南学園などの「縁と下地のある
学校」以外には考えられないと思います。
いずれにしても、関わるロータリアン個人の熱意
だけに任せず、クラブ全体として継続して関われる
機運がないと難しいと思います。
設立は勢いでできるかもしれませんが、それを維

高橋 政勝 会員
インターアクトについては、未来ある青少年を育
てる意味から、RCとして力を入れたほうが良いの
ではないでしょうか。ローターアクトは、今の方向を
少し変えた方が良いかと思います。
伊藤 英夫 会員
ローターアクトを大和クラブが提唱していた関係

持していくことこそ大変だと思います。

から、中クラブでも青少年委員会が担当して、予算
の面でも少し負担していましたが、あまり活動も出

スマイルボックス

★内容は下記からダウンロードできます。
files.me.com/nakajima22/z9l2ab.mp3

上田 利久 副委員長

河西 正彦 様(大和田園RC)
お世話になります。本日は宜しくお願いします。自
社の近くの千本桜が満開です。中クラブのようです。
石川 健次 会長・橋本 日吉 幹事
中西さん、本日の卓話「IA・RA提唱クラブとしての
可能性を探る」新世代育成のテーマ、楽しみにしてお
ります。宜しくお願いします。
梅田 秀雄 君
皆出席を祝っていただきありがとうございます。こ
んなに長くお世話になるとは、思っていませんでした。
辻 彰彦 君
早いもので丸2年となりました。初心を忘れないよ
う頑張りたいと思ってます。今後とも宜しくお願いし
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本日\8,000

累計\841,500

ます。
古郡 清 君
結婚記念日のお祝いありがとうございます。月日
が終わると何事もなく通りすぎて行きます。
鈴木 洋子 君
誕生日のお祝いをありがとうございます。昔は年を
とる事が大人になっていく事と思っていたのですが、
最近はだんだん体や頭が衰えていく事と思うように
なりました。でもプレゼントをいただける事はやはり嬉
しいです！
北島 照介 君
家内の誕生日のお祝いありがとうございます。

