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３月２７日 １８時３０分 ホテル第一堺 

開会点鐘 会 長 中井 昭宏 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ斉唱 我等の生業 

お客様紹介 親睦委員長 田辺 弘樹 

会長の時間 会 長  中井 昭宏 

幹事報告 幹 事 松田 香純 

委員会報告 研修リーダー 中井 崇嗣 

花見合同実行委員長 中井 崇嗣 

フォーラム ロータリーモーメント  

ニコニコ報告 副SAA 仲峯 豊 

出席報告 副SAA 仲峯 豊 

閉会点鐘 会 長  中井 昭宏  

日本の各地区の次年度ガバナーの方々 

チェンライ会長 
便りは日本全国 
のフェイスブッ 
クで交流してい 
るロータリアン 
に配信されてい 
ます 

山の子は春を迎えて親元へ、だが私が「識字＆就学」
支援する北タイ山岳民族・アカ族の子供たちも半年振
りに山の親元に帰れる、春が来た。ところでタイには
春は無い。３月に入れば寒季は去り日に日に気温は上
昇する。しかし北タイ山岳部は半月ほど春らしさに恵
まれる。本の半月ほどだ。この時期から４月中旬に向
かい、気温は急上昇する。更に半月もすれば４０℃を
超す日が続く。だから３月１０日からの、２ヶ月の休
暇は期末休みであり夏休みだ。親元を離れ寄宿生活を
送るこの子らは、さぞかし待ちに待った帰省と思われ
るだろう。そんな子は半分だ。 今いる寮生１８人の
うち、山に帰り両親に会える子は１０人だけ。５人は
片親だけ。そして３人は両親共にいない。理由はいろ
いろだ。お父さんが麻薬運び屋の刑で投獄中の子も。
お母さんが再婚し、母に会えない子もいる。父が既に
いない子はザラだ。だからこの寮で仲間たちと過ごす
のが唯一の楽しみな子もいる。この子にとってこの
２ヶ月寮に残るのは、辛い。粗食でも、仲間と過ごせ
る寮生活が楽しい訳を改めて知らされる時期だ。  
 
 



 
 世界ローターアクト週間はご存じだと思いますが、
本日は国際ロータリー第2640地区ローターアクトク
ラブ幹事の西尾薫様にお越しいただきました。少し
でもローターアクトクラブの活動を知ってほしいと
本日、卓話をして頂きます。しっかり我々もロー
ターアクターを奉仕のパートナーとしてロータリー 
活動を進めていきたいと思います。 
 
 1993年、ＲＩ理事会はＲＡＣの創立25周年を記念
して、３月13日を含む1週間を「世界ローターアク 
ト週間としました。まさに今日です。 
 
 ＲＡＣとは、18～30才（厳密には、30才になった
後の６月30日まで）の若年成人を対象に、奉仕を志
向する市民と指導者を育成するため、ロータリーク
ラブ（ＲＣ）が提唱する世界的な団体です。地域社
会を基盤とするＲＡＣと、大学を基盤とするＲＡＣ
の2種類のＲＡＣがあり、１クラブは、少なくとも
15人の創立会員でスタートすることが望まれていま
す。 「ローターアクト（ＲＡ）」の名称は「ロー
タリー」（Rotary）と「行動」（Action）から来て 
います。 
 
 RACの誕生は、1960年代に入って、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、とい
う機運が高まりました。1962年、ＲＩ理事会により、
まずインターアクトプログラムが宣言され、イン
ターアクトクラブ（Interact Club）が次々と世界
各地に創立されました。しかし、インターアクター
は14～18歳の高校生の年代が対象で、卒業と同時に
会員資格が失効。これを継続するものとして、1968
年1月に、当時のルーサー・Ｈ・ホッジスＲＩ会長
により「ローターアクト構想」が打ち出されました。
1968年、ＲＩ理事会は、初めてＲＡＣの発足を認証。
世界最初のＲＡＣは、アメリカ・ノースカロライナ
州ノースシャーロットＲＣの提唱により、1968年３
月13日に結成された、ノースシャーロットＲＡＣで 
す。 

ENGAGE ROTARY   CHANGE LIVES 
     ロータリーを実践し  みんなに豊かな人生を 

 
 3月のロータリーレートは102円です 
 
 手続要覧がようやく届きました。以前申し込みい
ただきました会員様は税込900円をご用意ください。 
 
 3月18日は互輪会ゴルフ大会へ移動例会となって
おります。3月20日は例会ありません。お間違えの
ないようよろしくお願いいたします。 
 
 会費納入されました会員様には領収書をお渡して
おります。 
 



   
地区ローターアクトクラブ 
 幹事 西尾 薫 様 

 清教学園インターアクトクラブに高校一年生で入
部。卒業後、大阪芸術大学で声楽コースに入学とと
もに河内長野ローターアクトクラブに入会。 
 大学卒業後は、富田林市立第三中学校で音楽の非
常勤講師として働きながら関西歌劇団に入団しオペ
ラの稽古にはげんでいます。 
 現在ローターアクトクラブに入って７年目。クラ
ブ会長、クラブ幹事、クラブ会計を経験し、地区役
員としても会計を経験。現在地区幹事を務めていま
す。 
 
ローターアクトの目的 
 青年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、それぞれの地域社会における物質
的、あるいは社会的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あいだによりよい信
頼関係を推進するための機会を提供することにある。 
ローターアクト・クラブは、提唱ＲＣの近隣地域内
に居住、就職または就学している18歳から30歳まで
の青年によって構成される。 
 
ＲＡＣの目標 
・専門的職業技能および指導能力を養成すること。 
・個人の価値を認める考え方に立脚して、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。 
・若い人々に地域社会をはじめ世界各地のニーズと
懸念事項を提起する機会を提供すること。 
・提唱ＲＣと協力して活動にあたる機会を提供する
事。 
・ロータリーにおける将来の会員となるよう若い
人々の意欲を高めること。 
 



にこにこ報告 

在籍者   ３４名 出席者   １７名 

出席計算会員３１名  欠席者   １４名 

出席免除会員 ３名 
（小林・石田・山田） 

免除出席者  ０名 

先々週修正出席率 
     ６４．５２％ 

出席率 
    ５４．８４％ 

欠席報告（3月13日） 

出席報告 

米田 眞理子 仕事のため Make-up 

濱田 由美 仕事のため 

河野 強 仕事のため 

仁木 順子 仕事のため 

金谷 昌信 仕事のため 

片岡 富美子 仕事のため 

小野 晃範 仕事のため 

犬伏 幸代 仕事のため 

内藤 絵梨奈 仕事のため Make-up 

片木 修 仕事のため 

酒井 誠 仕事のため 

辻野 美智子 療養のため 

京谷 知明 仕事のため Make-up 

吉川 美幸 

会長 中井 昭宏会員 
 本日は西尾様卓話ありがとうございます。中井崇
嗣会員、会長エレクト研修おつかれ様でした。 
 
幹事 松田 香純会員 
 地区RAC幹事西尾様本日は貴重な卓話ありがとう
ございます。 
 次回例会3月18日移動例会です。20日はありませ
ん。お間違えのないようよろしくおねがいいたしま
す。 
 
上田 俊夫会員 
 入会記念日の表彰をいただきました。 
 
上好 まゆみ会員 
 3月お誕生日のお祝いのプレゼントいただきまし
てありがとうございます。 
 
仲峯 豊会員 
 こんばんは、西尾さん阪本さんメーキャップあり
がとうございます。 
 又、西尾さん卓話ありがとうございます。 
 先日の土居川清掃ごくろうさまでした。 
 
松本 美和子会員 
 家族誕生日のお祝いありがとうございました。堺
かるた大会の猿田実行委員長をはじめお手伝いされ
た皆様大変お疲れ様でした。 
 ローターアクト幹事の西尾様ようこそお越し下さ
いました、卓話楽しみにしています。 

Make-up報告 

米田眞理子 9日 第1回米山記念奨学委員会 

京谷 知明 9日 第1回米山記念奨学委員会 

中井 昭宏 16日 地区チーム研修 

中野 一郎 16日 地区チーム研修 

中井 昭宏 16日 第2回米山記念奨学委員会 

米政府、2億500万ドル（約207億円）をポリオ撲滅活
動に バラク・オバマ米国大統領は、1月、ポリオ撲滅
を支援するための2億500万ドル（約207億円）を含む
予算案を承認しました。この資金は、米国疾病対策セ
ンター（CDC）と米国国際開発庁を通じて撲滅活動に
充てられます。  



堺11RC 互輪会 開催 
 2014年3月18日 天野山カントリークラブで堺 
11ロータリークラブのゴルフ大会 互輪会が開催 
されました。 
 
 朝早くから準備にお集まり頂きありがとうござ 
いました。 
 
 河野 強実行委員長を始め、米田眞理子PDG 
猿田槙男会員、上田俊夫会員、田中範子会員 
京谷知明会員、中野一郎会員、中井崇嗣会員 
小野晃範会員、松田香純幹事、お疲れ様でした。 
 
 松本美和子会員、景品の生もの配達ありがとう 
ございました。 
             会長 中井 昭宏 

会長賞 

PDG賞 

１位 

２位 

３位 




