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野呂  和夫   会員

野中  敏昭　会長
　皆様こんにちは。
　一日ごとに春めい
てくるころ、桜の開花
が待ち遠しい季節に

なりました。
　本日は、アクトとの合同夜間例会でありま
す。地区より、地区ローターアクト小川代表に
参加いただきました。奈良県橿原市よりはる
ばるありがとうございます。
　さて、政府から、首都圏４都県に発令中の
緊急事態宣言を２１日で解除するとの、発
表がありました。感染対策は継続し、首都圏
の飲食店の営業時間短縮は午後９時までで

ロータリーソング

卓話

会 長 の 時 間

テーマ

ございます。リバウンドしないことを、第４波にならない
ことを、節に願います。
　さて、先日も、お話ししました、2011年3月１１日に
発生した東日本大震災では、たくさんのかたが犠牲に
なられました。心から哀悼の意を捧げます。
　新聞・テレビ等の報道では、震災関係のニュースや
話題・ドラマ等が放送されています。東日本大震災から
１０年も経ちました。ロータリーでは、この震災の遺児
達に奨学金を給付するプログラムが「ロータリー希望
の風奨学金」です。震災で両親又は片親を亡くした遺児
が、高校を卒業した後、大学・短大・専門学校に進学し
て学んでいる期間、毎月5万円を給付し、返済を求めな
いロータリーらしい青少年支援制度です。
　まことに、ロータリーらしい青少年支援ですね。
この教育的支援プログラムのポイントとして、「公正で
あること、建設的であること、温かく心と心を寄り添わせ
るプログラムであること」であります。
　震災直前に生まれた子が大学を卒業するのは2033
年3月までやく２０年間支援するプログラムです。あと
10年、最低でもこの制度を維持しなければなりません。
対象人数は1,724人。内訳は岩手、宮城、福島の3県で
両親を亡くした遺児が241人、片親を亡くした遺児が
1,483人です。トータルで必要な金額は最大10億8千
万円と試算されています。
　歳月は当時の熱い気持ちと義援金を出す気持ちを
薄らげています。熊本や北海道の地震、毎年のような豪
雨災害等があり、ロータリーが取り組むべき事柄が他
にも多いことも事実です。
　まずは、皆さんがこの素晴らしいプログラムであるこ
とを知っていただくことが第一と考えます。

　最後に、奨学生のご家族の声を紹介します。「お陰様
をもちまして、震災当時中学3年だった娘も無事に短期
大学を卒業することができました。震災当時、父親が行
方不明となり、先の見えない状況でしたが、皆さまから
のご厚意によりまして、不自由なく勉学に励むことがで
きました。本当にありがとうございました。この春からは
短大で習得した資格を生かし、仙台市内の保育所に就
職し、社会人としての生活をスタートしました。これから
皆さまより頂いた心遣いを忘れず、将来少しでも何らか
の形で御役に立てるような人間になってほしいと思っ
ております。大変お世話になりました。誠にありがとうご
ざいました。」
　皆様、なんと素晴らしいプログラムではありません
か。少額でも継続してみなさま、どうかご寄付支援願い
ます。
ご清聴ありがとうございます。

鯖江ローターアクトクラブ
　帰山　駿　会長
　例年ですと鯖江ローターア
クトクラブの活動報告をさせて
いただいていますが、本年度

はコロナの影響であったり、クラブ員等々の事情で活動
がままならず、報告が出来ないという状態です。そこで、
地区より小川代表をお招きいたしまして、新入会員向
けやロータリ―クラブの皆様にアクトクラブの事を知っ
ていただくための機会を設けさせていただく事になり
ました。本日は小川代表に詳しい話をお願いしていま
すので、よろしくお願いいたします。

テーマ
RACとの合同夜間例会

「ローターアクトの活動について」

小 川  祐 輝   様
地区ローターアクト代表 さばえ地区まちづくり応援団

橋本　国宏　様

「さばえ狂歌作品コンクール」 「獣医師という仕事について　
　           PART3　
  コロナと闘う獣医さん」
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森家　亮　青少年奉仕委員長
　先ほど帰山会長が話した通り、新型コロナ感染症
対策が出来ない為に今年度は何も事業が出来てお
りません。でしたら、実りある会にしたいと帰山会長と
相談した結果、国際ロータリー第2650地区　地区ロ
ーターアクト代表　小川祐輝  様にお話いただける

こととなりました。どうぞよろしくお願いいたします。
卓話者　国際ロータリー第2650地区　
　　　　地区ローターアクト代表　小 川  祐 輝    様
テーマ　「ローターアクトの活動について」
　地区ローターアクト代表をしています小川ひろき
と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
　私の所属は橿原ローターアクトクラブと申し、奈良

県橿原市の橿原神宮のある所です。ローターアクト歴は5年間は大阪で、後は
橿原で10年8ヶ月です。
　入会したきっかけは、在学していた専門学校の理事長が、大阪市天満ロー
タリアンでした。天満ロータアクトクラブに一緒に入った4人で、会員増強をど
うしたらよいかとアクターで考えて、『是非学校で説明会をしたい』という事で、
説明会を行いました。『いろんな人に出逢える・人脈が広がる』と言われ、友人
が彼女を作りに行きたいと参加したのですが、年上の人ばかりなので、友人
は辞めてしまいました。就職時の履歴書にローターアクトも書いたところ、面
接時に社長さんから「君はアクターか」と言われました。実は橿原クラブのロ
ータリアンでした。
　【ローターアクターの特徴】
※入会理由：★会社からの紹介　★友人からの紹介　★家族・親戚からの紹
介★ホームページやSNSで興味を持った
　会社からの紹介や家族からの紹介は、気持ち的に中々しんどいです。しか
し、友人からやHP・SNSがきっかけの人は、自分から行きたい気持ちになりま
す。ここら辺りのバランスを上手く取って行くのが、会員増強につながるので
はと思います。
※活動内容：★奉仕活動（ボランティア）国内外問わず・・・社会奉仕・国際奉
仕★プレゼンテーション（発表等)職業奉仕・専門能力開発　★親睦活動（仲
間の絆を深める）クラブ奉仕
※活動の中で得られるもの：★自己成長（スキルの向上・例会企画運営・リー
ダーシップ能力等）　★人脈が広がる（趣味が同じ・同級生・異業種・日本全
国世界各国）　★奉仕活動ができる（ボランティア活動）　★他にも色々
※自己成長：★例会の企画運営（格付け例会・酒造の蔵開例会等）

RACとの合同夜間例会
「ローターアクトの活動について」小 川  祐 輝   様

地区ローターアクト代表

瀧ヶ花　秀晃　幹事
　4月4日に京都に於いて地区大会が
行われますけれども、コロナ禍でありま
すので、会長と私幹事の2名で参加させ
ていただきます。当日、オンラインで視

聴出来ると思いますので、前回職業奉仕のオンライン講演会の
時と同じ、商工会議所1階にて視聴したいと思いますので、是非
ともお集まりいただいて地区大会の様子をご覧いただきたいと
思いますので、詳細が決まりましたら、後日ご案内文を出させて
いただきますので、よろしくお願いいたします。

※コロナ禍での例会：★パターゴルフをマスク・間隔守って行う　★Zoomを
使ってプレゼンテーション（講師もZoomを利用していただく）　★組織の取り
まとめ（役職経験）　★リーダーシップ能力、コミュニケーション能力の向上（
地区の会長・幹事会：コロナ感染前は面と向かって・・・ハイブリッド形式（会場
とオンライン併用：意見が出にくいかと思ったが、結構意見が出て良かった）
※活動していて辛いことが結構多い：★プライベート時間が削られる　★行
動するのにお金が多少かかる　★多数の人とかかわっていく中で、苦手な人
や受け付けない人が・・・　★最悪！！楽しくない・嫌・しんどい＝ロータアクト
から離れてしまう（新入会員がそうならないように、先輩方でフォローし合う）
※人脈が広がる：★趣味が同じ人と旅行したりする（スノーボード・音楽・フッ
トサル）　★他府県の人と一緒に何かできる（コロナ禍＝Zoomを使って脱出
ゲーム等、交流・趣味の共有）　★同業種や異業種の社会人や経営者と出会
う　★同級生（オンライン飲み会・話しやすくなる）　★社会人と学生が交流
できる（お世話を受けたので何か帰そうと思ったら、「俺には返さんでいい、貴
方に後輩が出来た時に同じ様に返していけ」と言われた＝恩送り）　★全国
ローターアクト研修会（福岡開催時は700～800名が集う）＝コロナ禍により
オンライン交流会　★将来のお相手（ローターアクトがきっかけで結婚され
る人が多い＝アクター同士9割）
※奉仕活動ができる：★現地へ行っての奉仕活動（熊本・福島等地震時に現
地で奉仕＝瓦礫の撤去作業等）　★マレーシアでの奉仕活動（子どもたちに
絵本を読む等）　★献血活動：コロナ禍で外出者が減ったため献血する人が
少なくなった。自分達が献血、献血の呼びかけが大事な奉仕活動となった。　
★ポリオディーに合わせた募金活動　★支援物資：食べ物や、文房具が足り
ない国内外の人に段ボールに詰めて贈る活動。
※美味しいものが食べられる・色々な場所へ行ける：本日は鯖江にお邪魔して
います。私はレッサーパンダが非常に好きで、西山公園は楽園です。　
※とことん楽しむ：2年前に大野ロータアクトと合同でキャンプした時、川に飛
び込んだ瞬間をカメラで撮ってもらいました。

◎楽しいことは、たくさんあるが決してそれは楽ではない。
【辛いこと、苦しいこと】を経験すればするほど、
【達成感・感動・感激・仲間との絆】が沢山生まれる。

自分が楽しんで、仲間と共に楽しい時間
※まとめ：

一生の仲間と出会い、
楽苦（ラック）を共に過ごし、
積極的に参加して

ローターアクトクラブ活動をエンジョイしよう！！


