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全国統一アクトの日
2016年9月11日（日）
ホストクラブ :大阪北ローターアクトクラブ
場所 :阿倍野市民学習センター

　全国統一アクトの日が終わった今、地区行事への参加が初めてで当日の流れがうまくつかめていないメンバーが多

かったり、準備の進みが遅く、地区役員の方々や他 RAC のメンバーに心配をかけましたが、無事統一アクトの日を終

えることができ、二次会も70人を超える方に参加いただき、感謝いっぱいです。大阪北RACが地区行事のホストになっ

たと最初に聞いた時は、まず何から始めたらいいのかもわからず、焦りだけが先

行して何も手が付けられず、すべての作業がぎりぎりになったりして周りに迷惑

をかける一方でした。最後の最後まで一緒に企画をしてくれたメンバーに助けら

れ、当日は、他のメンバーも本当にたくさんいてもらえて、助けられる一方でした。

私だけでなく、このイベントに力を注いでいただいた皆さまには仕事もあり忙し

い中、毎週会って打合せをしたり、毎日 LINE でやり取りをしたりなど本当に当日

まで忙しい日々を過ごしました。

　いろいろ困難がありましたが、みんなで一つずつ壁を乗り越えていけたことは

今ではいい思い出です。大阪北 RAC メンバーが一致団結できた機会をいただけた

ことに感謝します。

大阪北ローターアクトクラブ　会長　伊串　裕紀

　「全国統一アクトの日  」大盛況でした。予想を上回る 参加者の数で 会場がとても小さく感じましたね。

嬉しい反面 、目標人数は大きく高く設定すべきなんだ！～と改めて思います。卓話を頂きました 大幸薬品

の柴田 高 代表取締役社長・CEOにおかれましては、最初の PCの不具合にもかかわらず、スマートにガン

ガンお話を進めて頂き素晴らしいお人柄に感動致しました。内容も聴いている私の心と身体が熱くなりま

した！「チャレンジ・アクションで壁をぶち破る！」ですね。

　メインプログラムは短時間でしたが 斬新な意見も多数あり面白かったですね。無難な企画からではなく、

実現難しそうな企画から、是非とも「仮説」をたてチャレンジして欲しいと思います。

ご参加頂きました皆様お疲れ様でございました。

地区ローターアクト委員 ( 大阪西南ロータリークラブ )  朏  律子 

　９月１１日全国統一アクトの日の事業は大阪北ローターアクトクラブの運営で開催されました。大阪北

RACは入会歴の浅い会員が多く、初めての主幹事として戸 惑いはあったと思いますが順調に運営できたと

感じました。大阪北ＲＣ柴田会員の卓話も素晴らしく、医師・事業化・研究者としての熱い想いをアクター

のみなさんに見せていただけたと思います。

　今後の大阪北ＲＡＣの活躍を期待しています。

地区ローターアクト委員 ( 大阪北ロータリークラブ )　宮野　純 様

　2016 年 9 月11日日曜日、ローターアクト地区行事「全国統一アクトの日」を開催致しました。

「全国統一アクトの日」とは、9月 10 日【=アク (9) ト (10)】にもっとも近い日曜日に全国のロー

ターアクトクラブが奉仕活動を行い、市民へのアピール及びローターアクターの意識向上を

目的とした行事です。

ホストクラブ会長より

地区ローターアクト委員よりコメントが届いております！



統一アクト　成功までの道のり

起

承

転

結

　大阪北 RAC メンバー 6 名が RYLA で経験したアクティビティ「献血アピール大作戦」の報告がとても印

象に残り、この統一アクトの日に再現しようと考えました。このプログラムにオリジナリティーを加えよう

といろいろ試みましたが、うまくまとまるまで時間がかかりました。卓話者も提唱クラブのロータリアンの

方にお願いをしたいとはすぐに決まりましたが、実際どんな卓話を求めているかがなかなか決まらず、依頼

をするのに時間がかかりました。

この企画が立ち上がった経緯。
何故この企画になったのか。外にどんな企画が出たのか、
決まるまでに苦労したこと　など

準備期間、実際にどんなことをしたのか。
役割分担についてなど、みんなでこんな風に仕事しました！！
　地区との連携、広報、資料作成と、各自責任をもって作業を分担し、連携をとって話を進めました。実行

委員のメンバーで会場の下見を行い、メインプログラムの形が見えてきたときに、みんなで一度プログラム

を試して改善点等を洗い出しました。告知のために、慣れないメンバーも MU に行ったり、LINE やフェー

スブックを使って「発」信をしたりしました。その他、直前まで買い出しや資料作成のために集まり、何度

も話し合いを重ねました。

進めていくにあたって苦労した内容
　準備を始めるのが遅く、役割分担がうまくいかずに三役ばかりが中心になってしまい、周りをうまく巻き

込むことができませんでした。地区からのプログラムの承認を得ることに時間がかかったり、事前準備もう

まく進まず、自分たちの力不足を痛感しました。本番 1 か月ほど前に当初依頼をしていた卓話者に急遽仕事

が入り、卓話者を一から探す作業に戻ってしまいました。その後すぐ、ローターアクト委員長とともに大阪

北ロータリークラブの例会に参加をし、卓話をできる人を探しに行きました。

当日を迎えて。苦労した点や良かった点
　準備段階では、3 人だった大阪北 RAC のメンバーが、当日には一致団結しホストとして責任ある行動をと

ることができました。卓話では機材トラブルがあったにも関わらず、参加者の印象に残るような素晴らしい

卓話を柴田様にしていただくことができました。統一アクトの日とその後の二次会の中で、参加下さった多

くの方にねぎらいの言葉やご感想をいただき、ホストクラブとして大きな達成感を得ることができたのでは

ないかと思います。



突撃インタビュー！！

日本人とモンゴル人は

ここが違う！！！今回の海外研修受け入れ ( 訪問 ) するにあたって大変だったこと

同世代では日本からモンゴルにいったことがある人が少なく、教科書だけで

しか見ていない国を海外研修に設定することは、治安面、企画面、予算面等

すごく不安でした。

しかし、一年半前から構想を思い描き、「絶対実現させる」という思いで、

前年度の海外研修のノウハウも活かし、モンゴルでの初めての海外研修を実

現できました。会う予定だった人が直前で変更になったり、現地のお店の様

子が直前までわからなかったりもしたので、正直ぶっつけ本番な部分もあり

ました（笑）

海外研修受け入れ ( 訪問 ) で良かったと感じたこと

たくさんあって書ききれないので、二つだけ。

。すでとこたきで現実が束約ういと』るすにルゴンモを修研外海『、は目つ一ずま

トゥメン君が大阪東ローターアクトクラブにいた 2015 年の 2 月頃から、当時

幹事の自分が代表になったらモンゴルへ海外研修に行きたいと伝えていまし

た。

何度も地区役員会、合同役員会で議論をし、多くのロータリー関係者の皆様か

らアドバイスを頂いたり、応援をして頂いた結果、45 名が参加する例年より

大規模な海外研修となりました。誠実に物事を進めれば、多くの協力者が現れ、

ロータリーという組織の魅力を感じさせられました。

シャングリラホテルに夕食に行く前、トゥメン君と二人になった時、「海外研

修をモンゴルにしてくれてありがとうね。」とトゥメン君が言ってくれた時、

本当にこの国を選んでよかったなと思いました。

次に二つ目は、海外研修の 4つの目的を達成できたこと。今回の海外研修で設

定した 4 つの目的は全て達成できたと思います。特に４つ目の目的、『地区内

RACの多数の参加者と団体活動することにより、親交を深め、今後のローター

アクト活動のモチベーションアップに繋げること』は、実は、僕が今までの目

的に新しく追加した目的です。新人の方でもこの海外研修を参加することによ

り、ローターアクトへのモチベーションが上がり、各クラブを引っ張る人材に

なって欲しい、この中のメンバーが将来地区代表や会長になり、さらに地区を

盛り上げて、海外研修などの多くの魅力的な行事を企画するメンバーを育てた

いという思いを込めています。これは、自分が海外研修を経験したことでロー

ターアクトという組織への見方が変わったためでもあります。参加者より今回

の研修に参加できてよかったという声を多く聞き、本当にこの海外研修を企画

して良かったと思います。

今回の件で感じた日本とモンゴルの違い

自分が生まれた国に対する思いが、モンゴル人は本当に強いなと思いました。

図書館プロジェクトも現地の貧しい子供たちへのもの、孤児のコンサートもしっ

かりとした企画で大規模に行っており、企画力、活動の質についてすごく学べ

るものがありました。

お酒が強すぎる（笑）。ウォッカをどれだけ飲んでも潰れない彼らの身体はどう

なっているのだろうか。

ここが変だよ、日本人 ( モンゴル人 ) ！！

--- 日本とモンゴルの経済発展に大分違いがあり、物価も違います。その上にモ

ンゴルのロータアクトたちは親クラブより全然補助金を頂かない状態です。今

回の海外研修受け入れで我々の目的は日本とモンゴルのロータアクトたちの間

の架け橋になり、友好関係を作りたいことでした。そして 4 日間のイベントに

モンゴルのロータアクト達を参加させて貰うときに、モンゴルのＲＡＣを割引、

奢って貰うことを大角さんと相談することが一番恥ずかしくて大変なことでし

た。

--- 個人的な面で仕事が被ってしまい、大角さんにお手数を掛けたことでした。

今回の海外研修受け入れ ( 訪問 ) するにあたって大変だったこと

海外研修受け入れ ( 訪問 ) で良かったと感じたこと

モンゴルのローターアクトの歴史で初めて海外研修受け入れができ、問題なく出

来たことが一番良かったです。 

モンゴル人は元々遊牧民だったため、時間を守る習慣はまだまだないです。

それが日本人と違って遺伝的な問題でしたかなと思います。

今回の件で感じた日本とモンゴルの違い

ここが変だよ、日本人 ( モンゴル人 ) ！！

ありません。

thank you!

大角地区 RA代表

Khuree ローターアクトクラブ
バヤンバット・トゥメンデルゲル

 　ウランバートルのゲル地区にある第 40学校では、大阪東ロータリークラブが支援し、Khuree ローターアクトクラブが活動している「図書館プロジェ

クト」を見学しました。またコピー機 4台を地区ローターアクトとして寄贈しました。

現地の子供たち 100 人に対しては大阪東ロータリークラブ会長の西村様より協賛品として頂いたサクラクレパス 120 セットを寄贈しました。

　また開発教育の一環として日本文化とお金の大切さを伝える“縁日”プログラムを実施しました。縁日では 4つのグループに分かれて“ゲル”という

仮想通貨を用いて射的・バルーンアート・お面づくり等を出店しました。ゴミ拾いをするこで仮想通貨が受け取れ、その通貨を使用すると出店で遊べる

仕組みを作り、子供たちにお金の大切さや日本の遊び・習慣を伝えました。子供たちの無邪気な笑顔と、エネルギーを肌で感じ、改めて教育とは何なの

かを考えるきっかけとなりました。

国内外を問わず、私たちにできることが何なのか。しっかりと考えていきたいと思います。



Welcome to Rotaract!!!

東大阪ローターアクトクラブ
オオイワ　ハルノリ  
大岩　晴矩 
国際奉仕がんばります！

大阪天満橋ローターアクトクラブ
タケウチ　マサシ

  竹内　壮志
自由気ままに生きてますが

、
やるときはやる人間ですので未完の
竹内をよろしくお願いします！

大阪天満橋ローターアクトクラブ
ヤマザキ　サヤカ

  
山崎　さやか
まだまだ不慣れな部分があると思いますが頑張って
いきたいと思います。ちょっと天然ですが誰とでも
仲良く話することが得意なのでよろしくお願いします。

大阪天満橋ローターアクトクラブ
ヒョウ　セイ

馮　茜

大阪西ローターアクトクラブ
イトウ　サオリ

  
伊藤　彩織
積極的にいろんなことに
チャレンジします！
よろしくおねがいします。

大阪西ローターアクトクラブ
イトウ　ケイイチロウ

  井藤　敬一郎
元気に楽しく何事にも

興味を持って楽しみます！

大阪西ローターアクトクラブ
アヅミ　マリ

  安積　麻利
 皆さんとても親切に教えて下さるので、

とても心強いです。もっとはきはきと
話せるようになることを目標に
頑張りますので、よろしくお願い致します。

大阪西ローターアクトクラブ
イチカワ　チヒロ

  
市川　千裕

 
みなさんと
楽しく活動できたら良いなと思ってます。
よろしくお願いします！

ニシヤマ　カオリ

  

西山　佳織

 

奉仕活動や例会を通して、自分の可能性を
広げていきたいと考えております。多くの
方と交流できることを楽しみにしています。

大阪ローターアクトクラブ
ヤマモト　サキ  

山本　咲
 

最年少会員として頑張ります！
よろしくお願いします！

大阪ローターアクトクラブ
キヨズミ　ヒデユキ

  
清住　秀行 
とりにかく、頑張ります！！！！
皆さん、仲良くして下さい

大阪ローターアクトクラブ
イノウエ　ショウタ

  井上　翔太
 1年目で右も左もわかりませんが、

まずは慣れることから始めます。
仲良くしてください！全力で頑張ります

大阪ローターアクトクラブ
ニガ　リョウタ

  仁賀　亮太
 全力で頑張ります

お願いいたします

大阪ローターアクトクラブ
クロオ　トモヤ

  
黒尾　智也

 
よろしくお願い致します。

大阪ローターアクトクラブ
タンポ　アヤノ 

 
丹保　綾乃

 
何事も積極的に参加させていただきます。
よろしくお願いします。

大阪ローターアクトクラブ
ソン　ウ

  
孫　宇

 
49 期の皆様で最高の思い出を
作っていきましょう！

大阪ローターアクトクラブ
ウエダ　ユリコ

  
上田　祐梨子
元気とフットワークを第一に…

何事にも全力で取り組みます！
よろしくお願いします！

大阪ローターアクトクラブ
イワハシ　コウキ

  岩橋　幸輝
 

活動を通じて成長できるように、

何事も全力で取り組みます！

大阪ローターアクトクラブ
キタオク　チナツ

  北奥　千夏
 大阪RACに貢献できるよう頑張ります。

よろしくお願いいたします！

大阪ローターアクトクラブ
タナカ　ノブホ

  
田中　伸穂

 
見かけによらず文化系の人間です。
よろしくお願いいたします。

大阪ローターアクトクラブ
カタギリ　リョウタ

  

片桐　稜太

 
アメフトやってました。
タックルは任せて下さい。

大阪ローターアクトクラブ
ハシモト　サキ 

 橋本　彩希
 

楽しんで取り組んでいきたいと思います。
よろしくお願いします！

大阪御堂筋本町ローターアクトクラブ
サカグチ　タカヒロ

  
坂口　崇大 
今までにない自分を見つける

大阪御堂筋本町ローターアクトクラブ
デグチ　ミキ

  出口　未樹
 

信頼と絆を深める

枚方ローターアクトクラブ
ヤタカ　ヨウコ

家高　陽子
まだまだよくわからないこと
だらけですが、よろしくお願いします。

枚方ローターアクトクラブ
オオクラ　キョウヘイ

大蔵　恭平
例会や行事などに全て出席するよう
にします。

大阪北ローターアクトクラブ
ナカムラ　フミ

  中村　富美
あと少しの学生生活、RACで

より充実させたいと思います！
宜しくお願いいたします。

一緒にがんばっていきまし
ょう！

各クラブに新しく入会されました新人メンバーです！
この機会にぜひ顔と名前を覚えていただき、
行事ごとなどでお話しいただければと思います！

大阪東ローターアクトクラブ 大阪東ローターアクトクラブ 大阪東ローターアクトクラブ

田辺　友美
タナベ　ユミ

ラスト1年！
悔いの無いように楽しんでやり切りたい！

中村　ちさと
ナカムラ　チサト

何事も楽しみたいです(*̂ *̂)

金　佾佳
キン　イツカ

一期一会の気持ちを忘れず成長します！



国際ロータリー 2660 地区ローターアクト
クラブ紹介

茨木ローターアクトクラブ

茨木RACといえば祭！
地域の学校や市の夏祭りへ出店したり
毎月大学生と一緒に清掃活動を行ったりと、
地域社会への奉仕活動に力を入れてます！
個性豊かなメンバーが揃ってますので興味がある方は是非ご連絡を！

池田ローターアクトクラブ

メンバー同士とっても仲が良く、雰囲気の良いクラブです (*´▽｀*)

池田駅からすぐ近くで例会を行っているので

気軽に例会に遊びに来てください♪♪

関西大学ローターアクトクラブ

関西大学に通う学生だけで構成される
2660 地区唯一の大学ＲＡＣです！
学部学年問わず仲がよく、それぞれがのんびりと活動する
アットホームなクラブです。お気軽に遊びにいらしてください！

守口ローターアクトクラブ

守口RACは、会員の仲が良くアットホームなクラブです。
市民祭りや支援学校のお手伝いなど、
地域に密着した奉仕活動を行っております。
現在新規会員様を大大大募集中ですので、ぜひ一度遊びに来てください！

寝屋川ローターアクトクラブ

寝屋川ローターアクトクラブは
幅広い年齢層の個性的なメンバーが在籍しております。
前年度はなんとクラブ創立から１０００回目の例会を行うことが出来ました！
会員の無限の可能性を叶える場所にしたいと思います！！

大阪中央ローターアクトクラブ

大阪中央 RACには企業派遣を中心に集まった
総勢１１名のメンバーが所属しています。
メンバー間の仲が良く、明るく楽しく真面目に活動しています。
アットホームな大阪中央 RACにぜひ遊びに来て下さい！

大阪北ロータアーアクトクラブ

大阪北ローターアクトクラブは、
日本で３番目に古い歴史あるクラブです。
今年は会員数も増えました！
人との繋がりや、学び、奉仕活動など
様々な事に RACで挑戦してみませんか？

大阪梅田ローターアクトクラブ

どうも初めまして！大阪梅田 RACです。
入会１～ 2年程の会員が半分以上なので、
入会したてでも馴染みやすく、メンバーもイベントも面白いですよ！
学校・会社以外で仲間を作りたい人にオススメのクラブです！

大阪西ローターアクトクラブ

個人の主体性や個性の伸長を目指し、
今年度のクラブターゲットを「個」としています。
昨年度で創立 40周年を迎えましたが、素晴らしい「41年目」にすべく、
会員みんなで活動していきます！ぜひ遊びに来てね！

吹田ローターアクトクラブ

吹田ローターアクトクラブのメンバーはみんな仲良し。
みんなでワイワイ楽しく奉仕活動を行っております。
江坂駅近くのサニーストンホテルで例会を行っているので
気軽に遊びに来てください。

RID 2660 は全 19クラブあり、

その中でも大阪北ゾーン・大阪南ゾーンと分かれております。

今回は、北ゾーン１１クラブをご紹介します！！

枚方ローターアクトクラブ

枚方ローターアクトクラブといえば、アットホーム！
個性豊かなメンバーで、楽しく活動しています。
 第 1、第 3月曜日の夜は、枚方市駅すぐのラポールひらかたで
一緒に楽しい時間を過ごしませんか？
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