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1156 回報告

宇宙の営み

撮影地：御嶽山

野々垣博紀君

2 回連続休みまして申し訳ござい
ませんでした。ちゃんとメークア
ップはしましたので。海外に行っ
たら変な咳が止まりません。
8 月は御皇室の対応はじめ、中学
校総体など過去最高の人数のお客
様が来館されました。大きなトラ
ブルもなく、夏が終わりました。
そのことに感謝して。
胃カメラ再検査に行って来ました。
OK でした。
9 月 1 日、松本での小澤征爾バー
スデーコンサートは最高に楽しく
感動的でした。満 80 歳の小澤さん
パワーは本当にすごい!!ケネディ
大使も写メを撮っていました。
8 月誕生日プレゼントありがとう
ございました。先週は例会を休み、
建築士の定期講習会に行って来ま
した。
早退します。宇都宮へ出張です。
欠席ばかりですみません。また来
週から旅に出ます。

松山

隆一君

岡本

光晴君

中川 基成君

脇本 弘文」

2015 年 9 月 3 日（木）
於：橿原ロイヤルホテル

杉本

憲秀君

ソング
「君が代」
「奉仕の理想」
ソングリーダー

住吉

襄一会員

ゲスト

会長挨拶

山本 真菜様（地区 RAC 代表 卓話講師）
菅生 康清君（橿原 RC）
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ニコニコ報告

菅生

康清君

今日は卓話講師の山本真菜さんの
付き添いで来ました。よろしくお
願いします。
吉川 隆博君 来週 9 月 8 日には 25 周年事業実行
委員会を開催します。いよいよ実
施に向けて動き出します。皆様の
ご協力よろしくお願いします。
4 つのテスト 1.真実かどうか
●例会日
毎週木曜日 12：30～

吉田 太三君
多根井明則君

撮影者：井上重行

○「秋来ぬと目にはさやかに見えねども 風の音にぞ
おどろかれぬる」という和歌がありますが、今ま
さにそのような季節になってきました。こういう
時こそ、風邪を引かれないよう気を付けて下さい。
○10/8 にガバナー公式訪問において、アッセンブリ
ーの部分が 9/17 例会後に変更になりました。ガバ
ナーの日程が大変厳しく、来年度は合同の公式訪
問にしなければならないと思います。9/17 のアッ
センブリーへの出席、よろしくお願い致します。
○先週ご案内させていただきましたとおり、奈良県
下 RC 第 2 グループの共催で、
来年 2 月 21 日（日）
に奈良県橿原文化会館大ホールにて「音楽を楽し
む会」が開催されます。当クラブでは、橿原市吹
奏楽団に出演を依頼し承諾をいただいております。
クラブでの担当は社会奉仕委員会にお願いします。

2.みんなに公平か 3.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになるかどうか

●例会場
橿原ロイヤルホテル

●事務局 〒634-0063
橿原市久米町 652 番地の 2

●0744-28-1698
●FAX 0744-28-2885

●URL: http://asuka-rc.jp/
●e-mail: info@asuka-rc.jp

幹事報告
○公式訪問・アッセンブリーについて
10 月 8 日より 9 月 17 日に変更
○県下第 2 グループ「音楽を楽しむ会」
平成 28 年 2 月 21 日（日）開催
○米山奨学会の寄付について
創立 25 周年記念特別寄付として、クラブから 30
万円寄付いたします。
○宮崎西 RC 9 月 17 日来訪

次回の例会

「歴史から学ぶ
現代人の心に響く
日本文化の発進」

橿原市文化協会 会長 戸田守亮様

クトを企画・実行しています。京都茶を世界遺産へ
プロジェクトや保津川清掃などがあります。
アクトの日
毎年（アクトの語呂あわせで 9 月 10 日の一番近い
日曜日）
、全国 RAC が一斉に奉仕活動を開催します。
今年度は 9 月 7 日に開催され、奈良ゾーンでは、
「大
台ケ原自然観察清掃ツアー」を予定しております。
海外研修
海外研修は、2650 地区 RAC が企画する最大の活
動行事です。毎年１回海外の RAC と現地で奉仕活動
を行い親睦を深めます。前年度の行き先はフィリピ
ンでした。またその後、フィリピンのロータリアン、
アクターが日本に来られ、ホームステイ、日本の伝
統工芸体験をされました。今年度はジョグジャカル
タへ APRRC の視察見学会という形で行いました。

2650 地区ローターアクト
2650 地区内を７つのゾーンに分けています。現在
「ローターアクトクラブ説明 意義・活動報告」 7 ゾーン 29 クラブが活動しています。

地区ローターアクト代表
山本 真菜様
（奈良 RAC 所属）

只今ご紹介に預かりました、地区ローターアクト
代表の山本真菜と申します。所属は奈良 RAC、提唱
は奈良 RC です。本日は貴重なお時間ありがとうご
ざいます。どうぞよろしくお願いします。
それでは、RAC についてご説明させて頂きます。
RAC の年齢層ですが 18 歳から 30 歳までの青年男女
です。12 歳の年の差ですが、お互いを尊重し協力し
合いながら活動をしております。学生もおれば、社
会人もおり、幅広いです。ここ最近では、インター
アクトクラブからの卒業生が RAC に入会するとい
う傾向があり会員増強に繋がっております。
ローターアクト・プログラムの説明
ローターアクトの目的は、青年男女が個々の能力
の開発に当たって役に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です。
ローターアクトの標語
『奉仕を通じての親睦』
奉仕を通じての親睦
仲間と協力しあうことで信頼関係が築かれます。
活動をみんなで乗り越えることで感動や経験を得る
事ができ、それはおのずと知識や技能の成長だけで
はなく心の成長へとつながります。そしてまた新た
な活動に取り組みこれを繰り返すことで一歩一歩成
長して行くことができます。
ローターアクトの活動とプロジェクト
各 RAC が、毎年（社会奉仕・国際奉仕）プロジェ

ロータリー家族の一員としてのローターアクトとは
RAC を結成することは、RC が地域社会で実施で
きる最も報い豊かな活動の 1 つです。ローターアク
トプログラムによりロータリアンは地域社会と世界
社会への奉仕に関心を抱く活動的な青年男女を指導
する機会に恵まれます。RAC は RC に新しい活力を
もたらし奉仕の斬新なアイデアを提起し、プロジェ
クトの支援を増し、RC の将来の会員を育成します。
「奉仕のパートナー」であり、ロータリー家族の
重要な一員、つまり RAC とは RC の青少年育成プロ
グラムであり、それにより成長し RC を手助けする
ためにあります。
ローターアクトの成長
毎年 6 月の上旬にローターアクト地区大会が開催
されます。その中で卒業式が有り、卒業生より感動
的なスピーチがあります。是非皆様もご参加いただ
きアクターのスピーチをお聞き頂ければ幸いです。
そして、全国では「全国ローターアクト研修会」が
あります。今年度は当地区での開催をホストさせて
いただくことに決定いたしました。また、世界では
アジア太平洋地域ローターアクト会議があります。
アジアの代表者会議を開催したり、ワークショップ
や観光、世界のアクターとの交流をするというプロ
グラムが組み込まれております。そして、次年度こ
ちらのアジア太平洋地域ローターアクト会議のホス
トも、当地区での開催承認が取れましたので同時開
催に向けて準備を進めております。実行委員会を中
心にアクターが積極的に活動しており、今当地区の
ローターアクトは非常に盛り上がっております。
ローターアクトでの成長
アクトでの経験は、私を奉仕できる人間に成長さ
せてくれました。価値観や人間関係が大きく変わり
ました。アクトをやって本当によかった。いろんな
課題をやり遂げて行く事で自信がつき、人生の未来
図が広げられました。これからはアクトで得た勇気
と友情を心に秘めて頑張っていきます。

