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サポートシステムへの取り組み 

 

 

 

サポートシステムについて 

30 歳で卒業を迎えるローターアクトにとって、会員増強は永遠の課題です。その中で一定数の会員を獲得 

し続け、各クラブの活動を安定したものにするため、そして 2660 地区をますます発展させていくために、今年度 

は、サポートシステムの浸透と定着に地区を挙げて取り組んできました。私たちローターアクトの活動は、提唱ロ 

ータリークラブによって支えられています。また、ローターアクターが提唱ロータリークラブの奉仕活動のお手伝いを 

したり、合同で例会を行ったりと互いに協力し合いながら活動を行っています。ローターアクトクラブを提唱してい 

るロータリークラブは、2660 地区のロータリークラブ 83 クラブ中、21 クラブ(茨木 RACは 3 クラブの共同提唱)です。 

それを、提唱ロータリークラブと地区内全ロータリークラブと同じように相互に協力し合える関係を築くことができれ 

ば、ローターアクトにとってなんと心強いことでしょうか。 

未提唱ロータリークラブとも、交流していくことを目指しましょう！そのためには、ローターアクトからアクションを起こ 

していきましょう！サポートシステムとは、簡単に言うとこのようなことです。 

ここでは、実際にサポートシステムを利用し活動を行っているクラブをご紹介します。 

 

大 阪 西 R A C           インターシティー・ミーティング 
 

大阪西ローターアクトクラブでは、サポートシステム          ローターアクトがゾーンに分かれているように、ロータリーも   

に当たる大阪リバーサイドロータリークラブとの活動を        IM1 組から IM8組という 8 つのグループに分かれています。 

積極的に行っています。日ごろから例会のご案内を           インターシティー・ミーティングではロータリーのこと、そのとき 

させて頂いており、RAC の活動を PR しています。                     に話題になっていること、問題点など、多くのテーマが議論され    

今期は通常例会や親睦会等数多くご参加頂きま             ています。 

した。また大阪リバーサイドロータリークラブの清掃活         今年度は、IM7組のインターシティー・ミーティングに、ロー 

動にローターアクトが参加したりと、相互関係を築い                     ターアクトも参加させて頂きました。 

ております。サポートシステムの存在は大きく、支えて            東日本大震災時に大阪府の消防隊を率い救援活動を指揮  

頂いていると実感します。                                    され、福島原発の冷却作業にも従事された西成消防署長の   

今後もサポートシステムを活用し、RAC の活動の                  木村忠彦様の講演を聞き、「伝えよう奉仕、築こう絆」をテー     

輪を広げていきたいです。                                                             マに、その後のテーブルディスカッションをロータリアンと 18才から    

              (大阪西 RAC 会長 阿部)                  30 才までの人たちとで一緒に行うというものでした。普段交流    

                                         することのできない未提唱のロータリークラブのロータリアンとも 

                                       ディスカッションを通じて意見交換することができ、有意義な時 

間を過ごすことができました。また、ローターアクトの PR の時間 

も頂き、サポートシステムを 2660 地区のロータリークラブに浸透 

                                        させるための良い機会になったのではないでしょうか。                          

                                          来年度以降も、ぜひインターシティー・ミーティングに積極的 

                                         に参加させていただきたいと思っています。  
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幹事会①  2013.8.31                 幹事会②     2014.2.1 
 

今期、初めての試みである「幹事会」。                                            1 回目でお伝えしきれなかったこと、そして、年度も半分以上が 

クラブ内そして地区や他クラブとの連絡係、窓口である幹事。      過ぎて再び伝えておきたいことを議題にし、第 2 回幹事会を開催 

クラブ運営の大黒柱ともいえます。                   いたしました。まず Google カレンダーの使い方の復習、そして、カ 

幹事同士の絆が深まれば、各クラブの活動がより活発に            レンダー更新と Gmail での案内文書送付についての関係性を考  

スムーズになるはず！                                                                      え、より幹事業務の精度を高めていく為のディスカッションを行いま 

そんな想いで、幹事会を開催いたしました。当日は幹事が         した。幹事の皆様からたくさんの意見が聞けたことは、地区役員に 

一堂に会し、地区役員からの一方通行ではなく、対話をしな      とっても良い刺激となりました。今後共、幹事の皆様がしっかりと 

がら意見を交換し合い、日々の業務についての悩みや疑問      力を発揮できる仕組みを整えていきたいと思います。また、幹事は 

点などを話し合いました。この幹事会を通じて、幹事同士の    、会長とどれだけ協力し合えるかがクラブ運営の鍵となります。会 

繋がりが強まったのではないでしょうか。今後の業務に生かさ    長とのコミュニケーションの大切さも、この 2 回目の幹事会でお伝え

れればと願っております。しかし、幹事の業務は奥深く、                したかったことの一つです。皆様にとって、幹事業務についてより深 

1 回 ではとても全てを語り                                                            く考えるきっかけとなったのならば幸いです。 

きることができませんでした。                                                   今年度も残りわずかとなりましたが、幹事の皆様には、最後の 

                                                                            大仕事、次年度の幹事への引き継ぎが残っております。引き継

ぎ、そして一年間のお疲れさま会を兼ねて第 3回を準備中です。  

                                      またまた次回をお楽しみに！                                                                          

    〈第 2660 地区 大阪南ゾーン〉          〈第 2660 地区 大阪北ゾーン〉   
 

 今期の大阪南ゾーン連絡協議会(会長会)は、地区ターゲット         一般的に会長の役割とは基本的には組織の予算、人事、営業 

「一」、大阪南ゾーンターゲット「良人計画」に基づき、会長自ら      などの管理を通じて組織を運営統括する事が主な役割です。ロー 

が行動し、クラブ内で良好な関係を築くことでもう一度一から             ターアクトクラブでの運営において各クラブ状況は様々ですが、その 

「会長－幹事の連携を構築する」ということをテーマに活動を行っ       状況を良い方向へ持っていけるようにするのが会長の役割であり、 

てまいりました。そのため、例会報告書の期限内提出、カレンダー      ゾーン別連絡協議会ではその進捗や状況、また今後の行事など 

更新等の幹事業務について会長がコミットして頂く様、働きかけて     について毎月話し合いを行っています。組織の活性化には人員が 

きました。  会長－幹事の関係が良好であれば、クラブの雰囲気も  一つの力となる為、今年度の地区の方針として「会員増強」を大き 

良くなります。会長の皆様、いかがでしょうか？幹事と関係は築け    く取り上げています。今年度より、ゾーン編成による２ゾーンでの運 

たでしょうか？                                                                                             営となり、新しくなった北ゾーンのクラブ数は 11 クラブもあります。 

また今年度の大阪南ゾーンの会長は RAC 歴が浅い人が多く、   北ゾーン行事や北ゾーン合同例会はこれを機会に纏める選択肢 

「そもそも RAC って何？」、「会長って何するの？」ということもお話      もありましたが、ゾーンとクラブ員を結ぶ大切な行事と考え残しまし 

させて頂きました。会長経験を是非共、仕事、次年度以降のクラ     た。北ゾーン行事は RAC1年未満の新人会員で、北ゾーン合同 

ブの活動に役立てて頂きたいと思っております。                        例会はホスト制で行われていたものを会長主体で企画運営を行い 

大阪南ゾーン行事「南の祭」では、各クラブの新人に運営をお任    ました。クラブの運営においての悩みは各クラブ違いますが共有した                                                                                                                  

せいたしました。私自身、ゾーン行事の実行委員会を務めたことが  り、助け合ったりできるのがゾーン別連絡協議会であり、クラブでの 

きっかけで RAC に惹き込まれました。今後も今期の新人会員の活 その状況を手助けしていくのが地区役員の役割だと思っています。 

躍を期待しております。                        

 今期もあと 1 ヶ月…6 月末には                              

南ゾーン恒例のカウントダウンパー 

ティーがあります！ 

現在、会長達が鋭意企画中です！  

皆様のご参加お待ちしております。 
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第 2 回 地区献血   ホスト：大阪淀川 RAC 
 

難波駅前にて第 2 回地区献血を実施いたしました。 

前回の反省を踏まえて、事前に RAC 会員に献血の必要性について DVD を鑑賞してもらい、意識の向上、献血 

に関する知識の再確認をしました。また通行人への呼びかけ方を工夫したこともあり、多くの方に採血のご協力を 

頂くことができました。寒い中、ロータリアン・OB・OG を含め各クラブよりたくさんの皆様にご協力頂けたことを感謝し 

ております。 

医療が発達した今日でも輸血に必要な血液製剤は人工的に造れない 

うえ、長期保存もできません。そして毎日約 3000人の患者が血液を必要 

としていると言われています。献血未経験の方はもちろん、1 度献血にご協 

力頂いた方にも定期的に献血して頂き、多くの命の手助けに繋がるよう、 

今後も活動を継続していこうと思います。  

 
 
 
 
    

世界 RAC  DAY ホスト：枚方 RAC 

世界 RACDAY は毎年、最初のローターアクトクラブが認証された記念日 3月 13 日を含む前後 1 週間の 1 日に、 

ローターアクターの仲間意識の向上とマスコミへの PR のために、世界のローターアクターが様々なイベントを行うという 

趣旨のもと開催されています。今年度の第 2660 地区では枚方ローターアクトクラブがホストの下、3 月 9 日に高槻 

市現代劇場にて開催をしました。2013 年に富士山が世界文化遺産に登録されたという事を受けて、これを機会に 

世界遺産について楽しく学ぼうという事をテーマに準備を進めておられました。豊田会長のもと、クラブで一丸となって 

参加者の呼びかけにも注力しており、地区内のローターアクトクラブの PR の他にも、大阪大学国際教育交流セン 

ター・日本語教育センター・ROTEX・インターアクト・交換留学生への PR を行い、世界 RACDAY への参加を呼びかけ 

ました。プログラムは、各クラブのローターアクターやゲストの方も一緒にグループに分かれて世界遺産に関するイラスト 

を作成したり、クイズの対抗戦を行ったりと参加者が楽しみながら世界遺産について学ぶ事ができました。 

お蔭様でおおいに盛り上がる行事となりました。 

枚方 RAC の皆様本当にお疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

献血受付者数：69 名 

採決数合同  ：58 名 
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4 地区情報交換会・交流会 ホスト：第 2640 地区ローターアクト 

2013 年 12 月 8 日(日)羽衣学園にて近畿に位置する 2640(大阪南部･和歌山)・2650(京都･滋賀･奈良・ 

福井)・2660(大阪北部)・2680(兵庫) の４地区が情報交換、交流を図るための行事を行いました。情報交 

換会では、4 地区の RA役員、地区役員が地区の運営、地区の進捗状況について話し合いました。(下記 

打ち合わせ内容参照）交流会は 100 名の大所帯で体を動かした懇親を図り、地区を越えたローターアクター 

同士の結びつきを今まで以上に強くしました。学生が多い 2640 がホストとあり、頭と体を使った競技を年代別 

対抗で行なったため、最年長組に入った私達は、疲労困憊で帰りました。 

【情報交換内容】 

・各地区の地区役員の役割、今年の目標報告 

・各地区情報共有方法→各地区は HP 強化を行い、HP 上に 4 地区のリンクを張る 

・4 地区情報交換は今後とも行い、交流会については、次年度の代表が実施するか検討する情報交換会では、 

上記内容以外でも白熱した RA の運営の話し合いになり、地区 RA 委員、地区役員共に刺激を受けた行事に 

なりました。   

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――        

第 2640 地区・第 2660 地区交流会 ホスト：第 2660 地区役員 

2014 年 4 月 20 日(日)、大阪市立こども文化センターにて、今年度は 2660地区がホストを務め 2640地区との交流

会を開催いたしました。2640 地区(大阪南部・和歌山)と 2660 地区(大阪北部)は元々一つの地区として活動をしてお

り、今回は両地区ともに学生が基盤となって活動するクラブ（高石 RAC・関西大学 RAC）があることから、メインプログ

ラムを卓話「職業・仕事とローターアクトについて」とし、ローターアクトの魅力の一つである“異業種交流”という観点からさ

まざまな職業のローターアクターに、職業・仕事とローターアクトについての取組み姿勢や経験談などを卓話して頂きまし

た。そして、グループに分かれて「働くこと・仕事とローターアクトのつながり」についてディスカッションしてもらい、まとめとして

「仕事×ローターアクト＝○○」と、それぞれが思う２つの相乗効果を考えてもらいました。卓話者は、2660 地区より村

田 信明 さん（池田 RAC OB）・藤田 明日香さん（大阪西南 RAC）・山田 竜輔 さん（大阪天満橋 RAC）、2640

地区より氏家 一勝 さん（パスト代表・河内長野 RAC）の４名のローターアクターにご協力頂きました。貴重なお話あり

がとうございました。 

参加したローターアクターにとって、ローターアクトの目的・意義を改めて 

考えてもらう機会になったのではないかと思います。学生の皆様は 

もちろんのこと、社会人の皆様にとってもローターアクト活動によって 

得るものもたくさんありますので、１つでも２つでも自分にとってプラスに 

なるように今後も活動してもらえると嬉しいです。 
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全国 RA 研修会スケジュール 

  1 日目：3 月 15 日[土] 

  12:00‐13:00  受付開始 

  13:00‐14:00  開会式 

  15:00‐18:00  メインプログラム 

          [ローターアクトによる講演・ワークショップ] 

  18:30‐20:00  懇親会 

  20:00‐22:30  代表者懇親会 

          [各地区 RA 代表・幹事・代表ノミニー] 

 

2 日目：3 月 16 日[日] 

  08:30-09:00      代表者会議登録受付 

09:00‐10:15      代表者会議 

10:00‐10:30    全体会・開会式登録受付 

10:30‐12:30    全体会 

12:00‐13:00    閉会式 

 

ローターアクトによる講演・ワークショップ内容 

 

A.「挑戦を通じて人は成長する」 

講演者:鎌田 智行 (第 2830 地区 五所川原 RAC) 

 

B.「日本再発見‐誰もが地域の観光大使」 

講演者:中村 良平 (第 2610 地区 金沢東 RAC) 

 

C.「心を豊かに‐私のモチベーション維持‐」 

講演者:藤原 光  (第 2630 地区 四日市 RAC) 

 

D.「How to Advise ‐あなたならどうする？‐」 

講演者:藤田 和世 (第 2660 地区 大阪北 RAC) 

 

E.「未来のじぶん設計書」 

講演者:後藤 正太(第 2720 地区 別府北 RAC) 

第 26回 全国ローターアクト研修会 
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 今回、東京ビックサイトで行われました「第 26 回全国ローターアクト研修会 」(ホスト地区: 第 2580地区 (東京北部・

沖縄))に当地区からは RC・RAC合わせ 42 名が参加しました。また、初日に行われた現役ローターアクターによる講演・

ワークショップでは当地区の藤田 和世(大阪北 RAC)も「How to Advise ‐あなたならどうする？‐」というタイトルで彼女自

身が仕事で経験したことを基にワークショップを行いました。今回のメインプログラムでは外部の講演者ではなく、現役のロ

ーターアクターが生き生きと仕事や RAC 活動で得た知識や経験を基に講演する事で、参加した全国のローターアクター

にとって良い刺激となり、今後の「日本のリーダー」となるべく成長させてくれる素晴らしい全国ローターアクト研修会でし

た。 
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       7/14              第 1 回 地区献血       吹田 RAC    

   7/14                  地区連絡協議会          守口 RAC 

  8/2～8/4         少年少女 ニコニコキャンプ    大阪北 RC 

       8/8                              新人会              地区役員 

     8/24  第 1 回海外研修オリエンテーション   地区役員 

     8/31                           幹事会           地区役員  

         9/8             全国統一アクトの日   大阪東 RAC 

   9/14      第 1回 RAC正副委員長会議   地区 RA 委員会                 

          9/28     第 2 回海外研修オリエンテーション 地区役員     

   10/5・6    国内研修受け入れ(2760 地区)   地区役員                 

  10 /12～10/14     上級ライラ(秋)      大阪フレンド RC  

        10/19   第 3 回海外研修オリエンテーション    地区役員

11/1～11/5   海外研修(インドネシア)    地区役員 

    12/8      四地区合同交流会                 2640 地区 

         2/16        第２回 地区献血      大阪淀川 RAC  

        3/9               世界 RACDAY                               枚方 RAC 

   3/15・16  第 26 回全国ローターアクト研修会  2750 地区 

      4/20                40・60 交流会                            地区役員 

     5/4～5/6          初級ライラ(春)                大東中央 RC 

          5/25                    地区年次大会              大阪西 RAC 

       6/15          LSF・新人研修会     大阪御堂筋本町 RAC 
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🌸豊田 啓さん＆郁美さん🌸                        🌸アリファタ ラフマワンさん＆明子さん🌸 

🌸寺田 雄一さん＆早紀さん🌸 

🌸中島 嵩さん＆奥様🌸 

🌸若林 香名さん＆旦那様🌸 

 

 

 

 

 

                           
  
  
  

  ♪今後の地区行事日程表♪                              ♪地区役員 日記・編集後記♪                                                                                                    

   日程         行事名              ホスト      

                                                                                                                                        今年度も残り数カ月となりました。地区 

                                                                                副幹事の末松です。今年度はターゲットを 

 「一 ～それぞれの想い～」と掲げ地区役員 

                                                                                                                                      一同必死に 1年間活動してまいりました。 

                                                                                                                                      皆様いかがでしょうか？皆様それぞれの「一」 

                                                                                                                           は見つかりましたでしょうか。何か一つでも 

                                                                                                                              皆様が前進出来た 1 年になっていれば本当 

                                                            に嬉しく 思います。この地区報「一報 ～それ 

                                                                                                            ぞれの想い～」も今回で最後となります。地区 

                                                                                                                  報作成にご協力頂きました皆様、最後まで   

                                              お読み頂きました皆様ありがとうございました。 
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