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１．点
鐘
２．ロータリーソング
３．来訪者紹介
４．会長報告
５．幹事報告

６．食
事
７．委員会報告
８．卓
話
地区ローターアクト代表 大塚ともみ様
９．点
鐘
１０．ロータリーソング

◆ビジター
地区ローターアクト代表 （藤岡ＲＡＣ会長） 大塚ともみ様
◆会長報告
向田会長
１．皆様にご協力頂きました、ネパール大地震の義捐
金ですが、総額 ５８ ,５００ 円集まりました。早速、ガバ
ナー事務所へ送金しました。国際ロータリーが設立
したネパール災害支援基金の方へ送られる予定です 。
２．先週の金曜日、桐生５ＲＣ会長幹事会がありまし
た。そこで群大理工学部留学生交流会の決算につい
て審議しました。今年度は生協のお料理ではなく、
幹事クラブの桐生中央ＲＣさんがデリバリーにした
事もあり １１ 万円余りました。それを登録人数で割り
ますと一人 １ ,４００ 円になりますので、人数分各クラ
ブに返金することになりました。当クラブは参加費
４ ,０００ 円を支払われた会員にご返金致します。
３． ２７ 日(水)、みどり市の社会を明るくする運動の推
進委員会がみどり市役所大間々庁舎で行われ、次年
度の社会奉仕担当の栗原幸三君が出席しました。桐
生市の方は６月１日(月)にスカイホールで行われます。
◆幹事報告
横塚幹事
◇次例会はＢ方式で行います。(正午から昼食､点鐘12：30)
◇さよなら例会の出欠席のご連絡をお願い致します。
◇６月のロータリーレートは現行同様１ドル１１８円です。
◇下記のものが届いております。
・地区研修･協議会のお礼状
・伊勢崎東ＲＣより創立２０周年記念誌
・つつじケ丘チャリティゴルフコンペのお礼状
・佐野短期大学より求人依頼と概要パンフレット
◇例会変更のお知らせ
桐生赤城ＲＣ 6/2､6/9､6/23､6/30(休) 太田ＲＣ 6/25
藤岡ＲＣ 6/18､6/25(休)
藤岡南ＲＣ 6/19､6/26
◇クラブ会報が到着しています
桐生赤城ＲＣ 5/12､5/19
桐生中央ＲＣ 5/21
◆食事メニュー
１４１０キロカロリー
揚げ茄子のサラダ、麻婆豆腐鶏肉の甘酢ソース､白飯､
ニ ラ と 玉 子 の ス ー プ ､香 の 物 ､ブ ル ー ベ リ ー ゼ リ ー
◆委員会報告
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□クラブ運営委員会
◇出席報告
栗原(幸)出席担当
総数 ６３ 名（免除者 ９ 名の内 ５ 名出席の為 ４ 名を除く）
出席率対象者 ５９ 名、
出席率対象者出席人数 ４３ 名
欠席者 １６名(内前メイク ６名)
出席率 ８３.０５％
前々例会修正出席率８７.７２％
（最終欠席者７名）
□拠金委員会
◇ニコニコＢＯＸ
井本拠金委員
大塚ともみさん､卓話よろしくお願い致します
向田君､七五三木君､横塚君､
乾君､新木君､近藤君､小林(聡)君
いよいよ日本ダービーです
青山君
地震でネパールへ行けませんでした
野村君
鹿児島の口永良部島､新岳の噴火心配です
野田君
◇ロータリー財団
早川拠金委員
大塚ともみさん､ようこそ｡卓話ご苦労様です
新木君､霜村君､小林 (聡) 君､小林 (惠) 君
赤城ロータリーの日水会ゴルフコンペ大変お世話に
なりました
青山君､今泉君
江原ゴルフ部長さん､先日の赤城ＲＣのゴルフコンペ
の賞品配達ご苦労様でした
花房君
ホテルの決算が終わりました
野村君
◇米山ＢＯＸ
七五三木米山奨学担当
大塚ともみさん､卓話ありがとうございます
横塚君､新木君､霜村君､小林 (聡)君､
栗原 (幸) 君､青山君､野村君
赤城ＲＣの日水会ゴルフコンペお世話になりました
今泉君

赤 城 興 産 ㈱
代表取締役

山 同 輝 和

みどり市大間々町大間々1558-1
℡０２７７－７２－３２３１

桐生西ロータリークラブ

卓

話
地区ローターアクト代表

大塚ともみ様
（藤岡ＲＡＣ会長）

「地区ローターアクトの
歴史と未来」
本年地区ローターアクト代表を務めさせていただい
ております、藤岡ローターアクトクラブの大塚ともみ
と申します。よろしくお願いいたします。
私の経歴をご紹介させていただきます。藤岡に在住
しておりますが、前橋市のシステム・アルファという
事務器販売の会社に勤めております。弊社の社長が前
橋北ＲＣにおり、ＲＹＬＡ研修をきっかけに ２０１０ 年
１０ 月、入会することとなりました。それからクラブ幹
事、地区幹事を経験して、地区ＲＡ代表を務めさせて
いただくこととなりました。現在５年目です。
今年度は” Renovation( 再生) -未来への礎 -”というテ
ーマで活動して参りました。現在 ２８４０ 地区は １５ 年で
すが、その前は ２５６０地区、新潟と一つの地区であった
ときに、運営に関する細則などを引き継がずに分割し
てしまい、活動に対する細則や、ノミニー選出に対す
る細則が一つもありませんでした。そういった不安定
になる要素を変えていこう、ということで、活動しま
した。
皆さん 、「ローターアクトをご存知ですか ??」と伺え
ば、もちろん桐生西の皆様はローターアクトを提唱さ
れておりますので、たくさんの方がご存知かなと思い
ます。ですが、ここで改めて「歴史と未来」の視点か
らお話させていただきたいと思います。
皆様は、活動はご存知であるかもしれませんが、ま
ず歴史について、ご説明させていただきます。ロータ
リーの始まりは世界で １９０５ 年シカゴＲＣが誕生し、日
本は東京ＲＣが １９２０ 年に、群馬では １９５３ 年 ３ 月に桐
生ＲＣが誕生しました。
一方で、ローターアクトは世界で １９６８年、それから
同年、ほどなくして川越ローターアクトができ、 １９６９
年 ６ 月 ２３ 日に群馬で最初に桐生ローターアクトクラブ
を提唱していただきました。ですので、ロータリーが
結成された当時、世界と日本の時間差はありますが、
ローターアクトは世界中で一斉に誕生したのがうかが
えます。
当時、 ３６５ 地区ローターアクト委員長、パストガバ
ナー(1968-69 年 度)の前原勝樹(まえはらかつたか)様と
いう方がおりましたが 、皆様よくご存じだと思います 。
桐生のパストガバナーでいらっしゃいます。前原様が
中心となり 、ローターアクトを提唱して下さいました 。
当時、前原様が熊本で卓話をされた時の資料をインタ
ーネット上で拝見させて頂きました。
３６５ 地区というのは、当時、新潟・群馬・栃木・茨
城の ４ 県が一つの地区であった頃の呼び名です。この
時にローターアクト提唱が始まりました。当時は一気
に ３５クラブが誕生したそうです。
私が印象的だったのは、ローターアクトは当初「 １
クラブ １ アクトを目指しなさい 。」ＲＩからは「アクト
クラブを持たぬロータリークラブは完全にその責務を
果たしたとは言えない」と強く言われており、当時こ
の ４ 県で ３５クラブ、 １９７０ 年には ３６５ 地区が２県 -２県に
分かれました。新潟と群馬、栃木と茨城という ２ つの
地区に分かれたのがこの １９７０ 年前後のお話です。そし
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て、新潟と群馬で ２９となりました。
現在、桐生、前橋、伊勢崎、藤岡、太田、富岡、沼
田、高崎北、桐生西、前橋南の １０ クラブで活動してお
ります。かつては、草津、桐生南、渋川、中之条、館
林にもありましたが、提唱されなくなってしまったと
ころです。
桐生ローターアクトは昨年度 ４５ 周年を迎えました。
桐生ＲＡＣ誕生後 ２～３ 年の間に ８ クラブが一気に誕生
し、そこから少し年数をおいて桐生西さん、前橋南さ
んが出来たというような流れとなっております。
私達ローターアクトのテーマは「奉仕を通じて親睦
を深める」ということです。まずひとつ、これが入会
の条件と言っても過言ではないのですが、 １８ 歳から ３０
歳の青年による活動です。これに当てはまる方だった
ら誰でもローターアクトに入会する資格があるという
ことです。きっと、身近にこの年代の方はたくさんい
るんじゃないかと思います。是非、そういった方もご
紹介いただければと思います。
内容としては、奉仕活動や専門分野の知識習得を通
じて自己成長しよう、というのが目的となっておりま
す。地域社会の有望な人材を育成するプログラムとし
てロータリークラブの皆様からご支援いただいて活動
しております。
ローターアクトクラブのタイプには ２ つございまし
て、地域ベース、大学ベースとありますが、当地区は
１０ クラブ中 １０ クラブすべてが地域ベースとなっており
まして、大学ベースのローターアクトはまだ一つもご
ざいません。他の地区へ行くと、大学ベースのクラブ
が １ つ ２ つありますが、当地区はございませんので、全
体的に平均年齢が高めになっています。先程 １８～３０ 歳
と表現させていただきましたが、当地区だと平均 ２６～
７ 歳位です。学生さんがいる地区ですと ２３～４ 歳になり
ます。ローターアクトも高齢化のような現象になって
おります。
現在は １０ クラブ ８７ 名で活動しております。この第 ２
分区Ａですと、桐生ローターアクト、桐生西ローター
アクトの ２ クラブがございます。第 ４ 分区Ｂ以外の、す
べての分区にローターアクトが存在していることが伺
えます。地区内全 ４６ クラブの中で、 １０ クラブがロータ
ーアクトを提唱、 １６ クラブはインターアクトを提唱さ
れています 。どちらかを提唱されているのは全体の ４１%
です。両方を提唱されているのはわずか ７ クラブとな
っております。とても数少ない印象です。
ここでローターアクトの活動をご紹介させていただ
きます。ローターアクトの基本的な活動としては、月
２回の例会、その他に地区行事、他地区合同組織など
の活動もございますが、この「地区行事」には ３ 大事
業があります 。「地区大会 」、次年度の会長幹事向けセ
ミナーの「指導者研修会 」、「海外研修」がございます
が、現在は海外研修は実施できておりません。他地区
合同組織として「全国ローターアクト研修会 」「関東ブ
ロック研修会 」というものが年に１回ずつございます 。
そのほかにも、ＲＣへご訪問させていただいたり、地
区内のクラブ同士で例会の行き来をしたり、合同事業
をやったり、というのもございます。全国研修会は今
年度福島の郡山で ３ 月に開催され、登録総数 ６２０ 名おり
ました。日本国内のローターアクターが一堂に会する
時で、ローターアクトの組織の大きさを実感できる場
だと感じました。
桐生ローターアクトク
ラブは例年インターアク
トとローターアクトの合
同事業を行っています。
それは足尾銅山の植樹活
動です。私も参加させて
いただきました 。灰色の部分はすべて公害の跡ですが 、
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このような場所を徐々に緑化していこうという活動で
す。奥は植樹が終えておりますが、話を聞くだけでは
なく、実際にその場所に足を運ぶことでどれくらいひ
どいのか、ただ植樹をすると言っても岩がゴロゴロし
ていて簡単ではないということを肌で感じました。た
だ一言「植樹をしてきた」で済ませるのではなく、若
者は若者らしく、自分たちの体を使っていろいろなこ
とを体験する、自分の体で感じて、覚えてくる、これ
がいちばん大事だと思います。その後、桐生タイムス
に掲載されましたが 、活動を地域の新聞社に発信して 、
ＰＲ活動につなげていく。これもローターアクトの活動の
一つの目的だと思います。
また、私の所属する藤岡
ローターアクトの行事、御
巣鷹山もご紹介させていた
だきます。日航機墜落事故
に関する事業です。当日、
中型バスを借り、行って参
りました。こちらは登山を
しながら大雪の影響で沈ん
でしまった手す
りを持ち上げて
直し、磨き、登
る環境の整備を
行いました。実
は私のクラブは
実働 １ 名ですが 、
それに対してこ
の事業に賛同し
て集まってくれ
たのが ２６ 名で、
当日はいろんなクラブの子に協力してもらいながら無
事に終えることができました。みんなのチカラを改め
て感じました。その後すぐに上毛新聞へも掲載してい
ただきました 。この事故は今年で ３０年になるのですが 、
３０ 歳までの組織である我々ローターアクトの現役は、
この事故について知らない人間がほとんどです。一方
で、ロータリアンの皆さまの中にはこの事故に深く関
わっていた方がすごく多くいらっしゃることが判りま
した。我々はロータリークラブの皆様の強いお気持ち
を引き継いで行かなければいけないと感じました。
ローターアクトの魅⼒についてですが、
①みんなが⼀⽣懸命、本気でやっています。
例会や公式訪問など、締めるところは締めて、
遊ぶ時は遊ぶ。日付が変わるまで、日が昇るまで
熱く議論、みたいなこともあったりします。なに
ごとにも全力投球できるエネルギーこそが我々の
魅力だと思います。年次大会に関しては、他地区
のローターアクトは北海道から沖縄まで、 ８０ 人く
らいのメンバーが集結し、ロータリークラブの皆
様にも １００ 名ご登録をいただきました。われわれ
８７ 名しかいなくて、お客様の方が多くなってしま
い大変な部分もありましたが、ひとつひとつの経
験が成長につながると思いました。
②多くの仲間に出会うことができます。
県内のローターアクトのみならず、世代を超え
てインターアクトのメンバー、地区を超えて県外

のローターアクター、世界とも繋がれる。それが
ローターアクトの魅力だと思います。
私は人との出会いというものが、その人の成長
につながると思っています。今年度の地区大会は
２６５ 名ご登録いただき、当日も ２００ 名以上にお越
しいただきました。これは ２８４０ 地区大会史上最多
の人数であったのではないかと思います。北は北
海道、南は沖縄、ローターアクト ３３ 地区中、 １７ 地
区にご参加いただき、県外から ７０ 名以上のメンバ
ーがこの群馬に来てくださり、一緒にグループワ
ークに参加していただきました。今回の大会テー
マは 、「感謝 -日々成長、そして前進 -」を掲げ、私
たちが活動できているのはロータリークラブの皆
様一人ひとりのお力添えだと思っており、その感
謝を伝える場としてこの地区大会を開催させてい
ただきました。そして、感謝を伝えるだけではな
く、私たちの成長した姿を見てほしい、私たちロ
ーターアクトに対して、前向きに、考えていただ
きたい。活躍している姿をイメージできるような
内容にしていきたいと思いました。ひとりでも多
くの皆様にそれを感じて頂きたいと思い、広くお
声がけしこれだけの皆様にお集まりいただきまし
た。ロータリアンにも １００ 名ほどご登録いただき
ました。本当にありがとうございます。
③地域を知ることができます。
地区代表として、県外にお邪魔することが多い
ですが、その度に群馬についての説明を求められ
ることが多くあります 。「藤岡ってどんな地域なの
だろう 」ということを考えるきっかけとなります 。
そうして地域を知り、愛着が沸きます。私は大学
４年間横浜に住んでおり、Ｕターンで帰って来ま
した 。当時は正直 、群馬県 、藤岡市に愛着もなく 、
魅力を感じておりませんでした。しかしローター
アクトへの入会をきっかけに、もっと群馬を盛り
上げていきたい、地域のために何かしていきたい
と思えるようになりました。地域ごとに魅力がた
くさんある、と思えるきっかけがローターアクト
でした。
④魅⼒ある⼥性会員がたくさんいることです。
ライオンズさんのレオクラブ、青年会議所や商
工会議所青年部など 、たくさん団体はありますが 、
ローターアクトが最も違う点は女性会員が多いこ
とです。男女比は ５ ： ５ 。女性も男性も、同じだけ
チャンスが巡ってくる場所というのがこのロータ
ーアクトクラブだと思います。
私のことを慕ってくれる女の子がたくさん増え
ました。それはきっと、代表として動いて、一生
懸命やっている姿を魅力的に感じてくれる部分も
あると思いますし、私を見て「私も大塚代表みた
いになりたいです」と言ってくれる女の子も少し
ずつ出てきています。私は女性も活躍できる場を
求めているんだなと感じます。特にここ 、「かかぁ
天下の群馬県」は ３ 年に １ 度ほど女性の地区代表が
出ております。
⑤他では得られない経験値もたくさんあります。
・⼈前で話す機会
私も皆様の前でこうしてお話させていただいて
おりますが、こんなにいろんな企業のトップの皆
様の前でお話する機会なんて、ローターアクトに
いなかったら絶対経験できなかったと思います。
・⾃分の気持ちの伝え⽅
数々のディスカッションを経験することができ 、
その中でどうやって自分の考えを伝えるか。どう
したら自分の気持ちが伝わるか。ということを考
えるようになりました。そうすることで、相手の
気持ちになって考えるということも身についてき
次ページへ続く
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桐生西ロータリークラブ
ます。
・たくさん仲間ができます
本気で喧嘩したり、議論したり、そういったこ
とができる ２０代はなかなかいないと思います。
・全国・世界に友達ができます
先日香港のアジア会議というものに行って参り
ました。現地では ４００ 名程のアジアのメンバーが
おります。香港、台湾、中国、韓国。たくさんの
メンバーと交流し、どんどん自分の世界が広がっ
ていくと思いました。英語ができず、勢いだけで
行って、やはりしゃべれないことですごく悔しい
思いをしました。私が英語を話せなくても、相手
は一生懸命聞いてくれようとします。私は次回ま
でにもっとしゃべれるようになってやる !!と思っ
て今も頑張っています。いろんな地域に友達がで
きるので、遊びに行くきっかけもできます。
・可能性を広げる機会になる
ローターアクトはやればやるほど自分の世界を
広げるチャンスになると思います。ローターアク
トに入るきっかけは、たまたま社長が研修会に声
をかけてくださったことだと思っています。それ
がなければ今の自分はありません。ローターアク
トを知らない子たちの中には、ここにハマる子も
いるのではないかと思います。その子たちの可能
性を引き出すためにも、ぜひロータリアンの皆さ
まには１回でもいいので、ローターアクトにお誘
いいただきたいと思います。私も ＲＹＬＡ 研修のた
った１度で「この人たちと一緒にいたら成長でき
る」という直観で入会しました。
ローターアクトの魅⼒についてですが、
以上のことから、ローターアクトには本当にいろい
ろなチャンスが埋もれているところだと思います。ひ
とりひとり、ローターアクトをやる意味、目的は違う
と思います。たとえば、大学生がローターアクトに入
れば、自分の気持ちを伝えられるようになって就職活
動にも繋がるかもしれません。逆に社会人がローター
アクトに入れば学生の友達ができることもあります。
ロータリアンとの出会いがきっかけで、転職をするか
もしれない。苦手を克服するチャンスもあります。 一
人ひとりがローターアクトの価値を探すことが必要な
のではないかと思います。これがローターアクトのチ
カラであり、可能性であり、未来へつながると思って
います。
ローターアクトからのお願いです。
①ローターアクトに18歳〜30歳の若者を紹介してく
ださい。
この世代は正直、遊びたい盛りです。かつては
クラブ数も多かったのがここまで縮小していると
いうことは、単純に若者が減っているだけではな
く、趣味や関心の範囲の広がり、行動範囲の広が
りが大きくなっていることも要因なのではないか
と感じています。残念ながら、途中で退会してし
まう子もおります。理由を尋ねると「プライベー
トを削られたくない 」という言葉が返ってきます 。
そう思われてしまうことは、私たちにも原因があ
り、改善するべきだと思います。
先日、私はローターアクト卒業生にお会いさせ
ていただきました。伊勢崎中央ＲＣ今期会長の羽
鳥さまのお嬢様なのですが、 １５ 年前に ２８４０ 地区
ローターアクト初代代表を務めてくださった羽鳥
有香さんという方です。 １５ 年前は ２５０ 人くらいい
たそうです。当時は １５ クラブ程ありました、と聞
きました。その当時は一人ひとりが楽しくて集ま
っていたんだよね、と聞いたときに私は本当にび
っくりしました 。今は嫌々とまでは申しませんが 、
義務感が先行してしまっている現状です。しかし
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それは、一人ひとりの負担が大きくなってしまっ
ているからなのではないでしょうか。人が増えれ
ばいろんな姿勢で取り組む子たちが増えてきます 。
そうすれば負担も減り、もっと盛り上がっていく
と思います。現在 ８７ 名、ここ ５ 年ほど、横ばいで
す。私が知っている中で最も多いときで ９６ 名でし
たが、 １００ 名を超えたことはありません。今期卒
業生も １２ 名おりますので、次年度のスタートはま
た一気に減った状態からとなります。一人ひとり
の負担が大きくなってしまいます。それを阻止す
べく、ロータリアンの皆さまにはぜひサポートし
ていただきたいと思います。
②ローターアクトについて、知ってください。
知らないとやはり紹介できないと思われるので
はないでしょうか。私たちの活動にご参加いただ
けると「すごくエネルギーがあって面白い !!」と
いうお言葉を頂きます 。特に地区大会はそうです 。
ローターアクトが本気で一生懸命式典・懇親会を
やってる姿をご覧いただくと、大変刺激になると
言っていただきます。
③ローターアクトの活動に参加してください。
桐生西ローターアクトも立派な子たちがたくさ
んいます。留学生ばかりですが、ＲＹＬＡ研修で
一緒に勉強しましたが、みんな一生懸命でしたし
今後も積極的に地区の活動も例会も一緒にやって
いきたいと思っています。
当地区は 、先ほども申し上げた通り「 国際理解 」
という側面での活動が弱いのです 。「世界のロータ
リー」なのに、日本の、群馬での活動しかできて
いないというところが弱いところだと思いますの
で、桐生西ローターアクトを中心にぜひ盛り上げ
ていきたいと思っております。
ガバナーを通じて 、今年度 、提唱ＲＣだけではなく 、
未提唱のＲＣの方からもご協力いただきたいという旨
の文書を送らせていただきました。分区のお話の中で
「 １ 分区 １ アクト」というお言葉がＲＩから発せられた
ということをご紹介いたしましたが、それを今実現す
ることは大変難しいと思います。そこで「分区内のロ
ーターアクトをサポートしていただきたい」というお
願いの旨の文書を発信させていただきました。たとえ
ば桐生赤城さん、桐生中央さん、桐生南さんはご提唱
いただいておりませんが、若者を紹介していただける
ような流れを今後作っていきたいと思っております。
ほかの地区には、クラブによって １ つのローターアク
トを １０ クラブが提唱していただいているといった「共
同提唱」の形をとっているケースもございます。この
ような形もお考えいただければと思います。
以上となりますが、この １ 年間、私は地区ローター
アクト代表として活動させていただきまして、たくさ
んの学びを得ることができました。今後もこの学びを
地区に持って帰って発展につなげて参りたいと思いま
すので、皆さまご協力よろしくお願いいたします。

《 次 例 会 予告》
６月１２日(金) ロータリー情報、新会員卓話(佐田 洋君)
６月の出席100％表彰、誕生・結婚祝い

