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2019-2020年度
国際ロータリー第2660地区
ガバナー

四宮 孝郎
（大阪西南ロータリークラブ）

第2660地区ローターアクターの皆さん、地区年次大会

開催誠におめでとうございます。

現在、世界中を覆う新型コロナウィルス禍により、今回の

大会がWeb形式での開催となったことは、上村地区代表を

はじめ地区役員の皆さん、並びに長期にわたり計画と準備

をされてきた年次大会実行委員会坂本委員長をはじめと

する関係者の皆さんの無念さを思うと大変心が痛みます。

しかし皆さんの持つ幅広い知識により創意工夫を重ね、

Web形式での年次大会を開催することができたことを心より

賞賛すると共に、これからの行事形式の一つのモデル

ケースとなっていくことでしょう。皆さんご承知のとおり、国際

ロータリー理事会においてローターアクターの年齢の上限が

撤廃され、又国際ロータリーの構成はロータリークラブと

ローターアクトクラブによると規定されました。これにより

ローターアクトクラブの今後の在り方も、その重要性が益々

強調されていくことでしょう。

今年度、新たに当地区では新大阪RACと八尾RACが

仲間に加わり、23クラブで約300名を超える規模に拡大

して参りました。これはもちろん、日本34地区の中でも最大

のものであり、その活動内容においても高く評価されていま

す。世界を見渡してみると10,900を超えるクラブがあり、

25万名を超えるローターアクターたちが活躍されています。

これからは当地区内、日本国内のみならず、全世界で

活躍される皆さんの姿を楽しみにしながら今大会の祝辞と

させていただきます。

祝 辞
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2019-2020年度
国際ロータリー第2660地区
ローターアクト委員会
委員長

菅本 泰年
（新大阪ロータリークラブ）

祝 辞

本日は第2660地区ローターアクト地区年次大会が多くのローター

アクトの皆様、ロータリアンの皆様のご参加を得て盛大に開催

されますことを心からお祝い申し上げます。

併せて本年次大会の開催に当たり準備を重ねてこられたホスト

クラブであります守口RACのメンバー、それを見守っていただいた提唱

クラブであります守口RCの皆様、地区役員9名に深く敬意を表します。

当初は5月に地区年次大会を開催予定でしたが、新型コロナ

ウイルスの影響により、中止の可能性もありました。地区役員とホスト

クラブの熱い想いにより本日、地区年次大会初のWEB配信にて

開催することができました。

今年度は関西大学RAC、東大阪RAC、大阪天満橋RAC、大阪

西南RAC、枚方RACが周年を迎え、新たに新大阪RAC、八尾RAC

が結成認定状を受け取ることができました。当地区では現在23クラブ、

会員数含め国内トップクラスとなりロータリーファミリーの仲間が増えた

ことを大変うれしく思います。

今年度ローターアクト地区代表上村優太君が『彩』をターゲットに掲げ、各クラブ・各会員がそれぞれの

個性をRACの奉仕活動に反映させて創り上げていく方針に沿った活動に取り組んでまいりました。

7月第1回地区献血では猛暑の中、ホスト寝屋川RACと地区役員の綿密な打合せにより過去最高の

献血者数達成、9月統一アクトの日はタイトル「親睦×奉仕」に沿って21クラブから実行委員が出て、それぞ

れの個性を出してもらいました。10月の地区海外研修は大型台風の影響で中止となるところ、地区役員の

熱い想いにより12月に実施、2月第2回地区献血は新型コロナウイルスが日本に上陸した中、ホスト大阪

中央RACと地区役員は少しでも献血者数を伸ばすために懸命に努力を行いました。地区広報委員会も

負けずにLINEスタンプ販売、Facebook、Instagramにも力を入れ当地区の活動を積極的にPR致しました。

今年度は大変な状況下の中、型に嵌らず古いルールに縛られることもなく、新しい発想を取り入れて

奉仕活動と親睦を深め自ら新しい道を創り上げたのではないかと思います。

新たな試みであるWEB地区年次大会を経て更なる「誰かの為になる」活動を期待し、ローターアクトを

通じて国内だけでなく世界でも活躍をする「彩」を持ってもらいたいことを強く願います。

改めて、本日は本当におめでとうございます。
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2019-2020年度
国際ロータリー第2660地区
守口ロータリークラブ
会長

正木 一光

挨 拶

本日はご多忙の中、2019-20年度国際ロータリー

第2660地区ローターアクト年次大会にご参加を頂き、

ありがとうございます。

今年の2月あたりに発生しました新型コロナウイルス

感染症の影響は未だ続いており、多くの行事が中止を

余儀なくされました。そのような中で、新しい年次大会を

計画・準備し、開催までできた事はロータリークラブ・

ローターアクトクラブの新しい歴史を開く、素晴らしい事で

あり、また今年度の最大の喜びであると感じております。

地区ローターアクト役員の皆様、地区ローターアクト委員

の皆様、そして関係各所のロータリアン、ローターアクトの

皆様の熱意・不屈の精神あってのものだと思われます。

心から感謝申し上げます。

さて、今年度は上村優太代表を筆頭に「彩」という

ターゲットで、皆様と共に進んで来られました。それぞれの

クラブで、色々な彩を持った例会・事業をなされてきた事

と思います。そのような事業を皆様と視聴できます事を

本日は楽しみにしております。そして、この年次大会を

通じて、2660地区ローターアクトクラブが一致団結して

ご活躍し、日本の社会に、そして世界に貢献されるように

なる事を期待しております。

本日の年次大会の運営には、不届きな点もあろうかと

存じますが、守口ローターアクトクラブ会員一同、精一杯

させて頂きますので、ご容赦の程、宜しくお願い致します。

それでは、皆様に喜んで頂ける、新しい年次大会に

なりますよう祈念致しまして、私の挨拶とさせて頂きます。

ありがとうございました。
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2019-2020年度
国際ロータリー第2660地区
地区ローターアクト代表

上村 優太

挨 拶

本日は、2019-2020年度国際ロータリー第2660

地区ローターアクト地区年次大会にご参加いただき、

誠にありがとうございます。

今年度の地区ターゲットを「彩」と掲げました。

各クラブの個性、クラブ会員の個性に焦点を当て、

このクラブだから、このメンバーだからこそできる創意

工夫に重きを置きました。会員には①団結する事

②知識・経験を持ち寄る③活動に創意工夫を加える

④活動を充実させ、様々な楽しみを知る事の４つの

方針を示し、各クラブ会長を中心に実現に向けて

取り組んできました。

本日の地区年次大会は、コロナウイルスが流行している中、当初の予定していた年次

大会は中止となりました。しかし、他の形で開催できないのか？そもそも年次大会は誰の

為の会なのかと地区役員とホストクラブで協議した結果、地区内23クラブの活動を共有

する場という共通認識になりました。地区内ローターアクターの為に初のウェブ配信による

地区年次大会をホストクラブと地区役員で協力して準備を行ってきました。参加者一人

一人が有意義な時間となるよう活動報告をメインに構成しております。この日を契機に

2660地区がより活性化し、今後の活動発展に繋がる大会になる事を願っております。

最後になりましたが、本日に至るまでの四宮ガバナーをはじめとするロータリアンの皆様、

ローターアクト関係者の皆様のご指導・ご支援に感謝申し上げるとともに、今後の2660

地区ローターアクトの活動が一層の発展を心から願いまして、地区ローターアクト代表の

挨拶とさせていただきます。
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2019-2020年度
国際ロータリー第2660地区
守口ローターアクトクラブ会長
地区年次大会実行委員長

坂本 拓哉

挨 拶

始めに、新型コロナウイルスに罹患された皆さまおよび

関係者の皆さま、影響を受けられた皆さまに心よりお見舞い

申し上げますとともに、一日も早いご回復と、感染の収束を

お祈りいたします。

本日のWEBでの年次大会をご視聴いただきまして、誠に

ありがとうございます。また、このような貴重な機会を与えて

いただきました、ロータリークラブの皆さまにも心より感謝

申し上げます。今年度の地区ターゲットである「彩」をもとに、

今回のテーマを「BLOOM」とし、個性あふれる会員で構成

される各クラブを彩ある花に見立て、一年間の活動を通して

当地区にどのような花が咲いたかを披露していただく場として、

僭越ながら実行委員長も務めさせていただき、当RACと

当地区の地区役員とともに準備を進めてまいりました。

一度はコロナウイルス感染拡大により開催中止の決定が下されることになりましたが、各クラブが

一年間頑張ってきたことを発表する、いわば「集大成」の場を何とかして開催したいという想いでWEB

での開催という形にこぎつけることが出来ました。想定外の事態により本来の予定が二転三転する

中でありながらも、熱心に準備を進めていただきました地区役員の皆さま、守口メンバーには改めて

頭が下がる思いです。

当クラブの今年度ターゲットは「変化は進化」ということで、時代、会員の環境など、様々なものが

変化していく中でこれを進化できる好機ととらえ活動していくというものでありましたが、この一年に

おきましては最後の最後まで守口RACとして変化が多かったような気がします。辛い思いをした時も

多々ありましたが、最終的に去年より進化できたと少しでも感じてもらえたかなと感じております。

各クラブの会員の皆さまにおかれましても公私ともにご多用な中、本大会開催に向け多大なる

ご協力を賜りまして幸甚の至りにございます。今回初のWEB開催となりましたが、今大会が皆さまに

とって印象に残る大会となりましたら幸いです。
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国際ロータリー第2660地区ローターアクトでは、2013-2014年度より
中長期的な地区の発展を考え、活動の規模・内容を活性化してきた。
近年、当地区で直面している課題は、中心的に活動してきた経験値の
あるローターアクターが卒業し、次の世代（ローターアクト歴が浅い世代）
に移行していることである。
また、地区全体的に見ると各クラブとしての個性が弱いように感じる。

そのため、上記のターゲットを掲げ、各クラブがそれぞれの強みを考え、
彩り豊かな地区にするために会員一人一人が主体的に活動を行うことで、
各クラブの発展につなげる。地区ターゲットを「彩」とする。

地区方針

各クラブの発展・活動の質の向上に重点を置く地区運営を行う。
地区運営の必要性は各クラブの発展の場のためにあると認識し、
地区行事の方向性を「行動人」とする。
また、前年度から地区広報委員会を設置し、ローターアクトの魅力を
ロータリアンや一般市民の皆様への発信を継続して行い、各クラブの
発展を支える。
そして、ローターアクトの活動にロータリアンをはじめとするロータリー
ファミリーに参加してもらい、ローターアクトの魅力を感じてもらう。

当地区は、日本でもトップクラスの会員数を誇り、異業種の会員が多く
集まる地区であり、個性豊かな会員が多い。私たちが全国でリード地区と
なれるような取り組みを行なっていく。

上記のターゲットのもと、各クラブが主体的に活動を行い、会員一人一人
がローターアクト活動を充実する運営・支援を行なっていく。

2019-2020年度 国際ロータリー第2660地区ローターアクト

地区ターゲット
「 彩 」
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G∞d chemistry

大阪西ゾーンターゲット

【目標】
お互いの魅力をどんどん出し合い、各クラブの例会・地区行事の出席率アップ

に繋げていきましょう。「西ゾーンの思い」化学反応を起こすように、それぞれの

個性が合わさる事で、会員同士お互いに刺激を受けたり、新しい自分が発見

できたり、新しいものの考え方ができたりするのもローターアクトクラブの一つ

の特徴だと思っています。それぞれの違いを超えて、お互いの良さ・得意分野

が分かると、無限の化学反応を起こすことができると思います。そしてさらなる

魅力あふれる各クラブ、地区になれれば、各クラブの例会・地区行事の出席率

アップにつながるのではと考え、その根源でもあるgood chemistryを無限大に

起こしていきたいと思い、このターゲットにしました。

【目的】

他クラブの会員と切磋琢磨しつつ、新しく楽しい最高の化学反応を各クラブに

起こしていく。

ゾーンターゲット
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共感動

大阪東ゾーンターゲット

【目的】

共感が生まれた時に人は動く、その動きが感動を呼ぶ、

そのような活動をしていきたい。

【目標】

ローターアクトクラブでは、目に見えやすい報酬はありません。そんな

ローターアクターが半世紀以上にも亘り、クラブ活動や、長年続く地区献血の

ような大小様々な事業を続けられる、そして協力する人が得られるのは、

その事業にかける想いに「共感」したときです。東ゾーンでは、自クラブ、

そして様々な人と共感することで1人では為し得ないアクション(動)を起こす

ことを目標にこのターゲットを定めました。実はこのターゲット選定も、1人では

為し得なかったものです。「共感」をゾーン代理が「動」を副幹事が発案し、

その2つが重なったとき、「感動」が生まれる様をまさに体現しました。あらゆる

活動には、共感と動くが伴い、それが重なったとき、人に感動を与えることが

できるのではないか、1人1人が1年間そのような想いで活動するという決意を

込め、このターゲットにしました。

ゾーンターゲット
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地区表彰基準

2019‐2020年度 国際ロータリー第2660地区ローターアクト

１ 新人賞
２ 皆勤賞
３ Make Up 賞
４ ロータリークラブ賞
５ 「彩」賞
６ 最優秀・優秀クラブ賞

評価対象期間：2019年7月1日 ～ 2020年2月29日

1.新人賞
・2020年2月29日末時点で入会一年未満
・自クラブの例会出席率70%以上
・各クラブ理事役員の推薦する会員
上記の条件を満たす会員を各クラブ1名申請して頂く事で表彰致します。
※各クラブ、申請する会員数の上限を1名と致します。

2.皆勤賞
自クラブの例会及び下記の地区行事にすべて出席した会員を表彰致します。
【対象地区行事】第1回地区献血、第2回地区献血
※MUでの補填あり。欠席した例会日から前後1週間の例会を対象とする。
上記の条件を満たす会員を各クラブより申請して頂く事で表彰致します。

3.Make Up賞
2020年2月29日までにMU（メーキャップ）数が多い3名を表彰致します。

4.ロータリークラブ賞
2020年2月29日までローターアクトへのMU（メーキャップ）数が多かった
ロータリ アン3名を表彰致します。

5.彩賞
クラブの彩り豊かな活動に与える賞です。
3月31日までの例会で報告していただいた活動の内容で、
今年度1番個性があふれている活動を提出したクラブに対して表彰致します。
※報告（応募）の仕方はゾーン連絡協議会にてお知らせ致します。
各クラブの彩り豊かな活動の報告を期待しています！

【得点】
受賞クラブ・・・15点
※なお、報告していただいた活動は多くの方に知っていただくため、
ガバナー月信や地区Facebook、その他媒体に取り上げてローターアクターの
魅力を広めます！

6.最優秀・優秀クラブ賞
地区ターゲット、地区活動方針に基づいた評価基準①～⑥の項目を合算し、
点数の1番高いクラブを最優秀クラブ、2位・3位を優秀クラブと致します。

10



①「皆勤賞」、「彩賞」の点数
【得点】
「皆勤賞」・・・対象人数×3点が各クラブに加算
「彩賞」・・・15点（提出全クラブ）

②クラブ例会出席率 （評価対象：第一・第二定例会）
自クラブへの例会出席はローターアクトクラブ活動の基本です。
自クラブの例会に出席をしてクラブを活性化させましょう！

【得点】出席率で評価
100%→5点 99～80%→4点 79～60%→3点 59～30%→2点 29～0% →1点
※自クラブの例会のみ反映致します。補填を合わせた出席率ではございません。

※出席率は例会報告書をもとに評価致します。対象は2月第二例会まで。

③例会報告書の期限内提出（評価対象：第一・第二定例会）
例会報告書は毎回の例会を報告するだけのものではなく実施目的や狙い、良かった点、
悪かった点を振り返る事により今後の活動に活かす為のものです。
期限内に提出するというルールを徹底しましょう。
※例会報告書は、原則、例会実施日より１週間以内に提出願います。
【得点】

例会日の属する月末までに第一例会・第二例会の報告書を正しく提出 →3点
未提出 →-1点

※例会ごとではなく月ごとのポイントとなります。

④Googleカレンダーの入力（評価対象：第一・第二定例会）
現在、国際ロータリー2660地区ローターアクトの例会スケジュールは、
Googleカレンダーにより管理されています。このカレンダーに例会スケジュールを
入れることで、他クラブから例会の予定が確認でき、他クラブの参加者が増えます。
また例会のスケジュールを早めに入れることで、準備も早くから取りかかれること
となり、例会が準備しやすくなります。
そのため期限内にGoogleカレンダーに下記の項目を必ず入力しましょう。
（対象項目）例会日時、例会場所、テーマ、内容、担当、登録締切日
【得点】 各月末時点で次月のGoogleカレンダー更新がされていない→-4点
※合同例会時は、幹事担当クラブの入力のみで構いません。
※例会クラブ、例会外クラブが合同例会を実施する場合は、例会クラブのみが減点対象。
※合同例会実施時は、参加クラブの移動日等、詳細を幹事メール・カレンダー内に必須入力。

⑤例会集客・会員増強（評価対象：第一・第二定例会）
例会にMU（メーキャップ）やゲストを集めて、盛り上げましょう。
また、ローターアクター以外の友人、知人に声をかけ魅力を伝えましょう！
そしてローターアクトの輪を広げ、会員増強を図りましょう！
※MUには、ロータリアン、ローターアクトOB・OGを含む。
【得点】例会へのMU１名（ロータリアン・RAC・RAC（OB・OG）含む）

参加につき→1点（各例会につき上限 ４点）
例会へのゲスト１名参加につき→１点（各例会につき上限５点）
会員増強１名につき３点
※合同例会実施時は、各クラブに得点が加算されます。

⑥各ゾーン連絡協議会の出欠
月１回の各ゾーン連絡協議会は各クラブの状況や問題点などを話し合い、お互いを
理解しあえる絶好の機会です。出席しないと各クラブとの距離があいてしまい、
2660地区全体のモチベーションの低下に繋がります。よって各ゾーン連絡協議会の
出欠を採点対象と致します。
【得点】 月１回の各ゾーン連絡協議会に出席（代理出席含む） →２点

欠席の場合 →-2点
※会長が出席できない場合は、必ず代理を立てて下さい。
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異文化交流×社会奉仕
＝最高の経験と自己成長

最初は緊張していました
が、メンバー間の絆も

深まりました！

報告会での1コマ→

一皮向けた学生メン
バーに、社会人メン

バーも刺激を受ける！

茨木RAC2月第2例会
『海外研修報告会』

新人学生メンバー 片桐淳が大活躍！
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助産師例会 2020.1.22
RAC世代に対して、「自分の身体や

性教育について考えてもらうこと」を
目的に例会を企画しています。メイン
プログラムとして助産師の白川会員が
自身の知識を用いて卓話を行いました
が、出席者全員が参加できる例会にす
るため、匿名の質問共有アプリを利用
するほかワークショップ形式にするな
ど、様々な工夫をしています。

2019-2020年度は大
阪⻄南ＲＣと共同で、
月経カップをフィリピ
ンの子供たちに普及す
るプロジェクト行いま
す。5月には白川会員
を含む数名で、実際に
ターラックＲＣに訪問
予定です。

第3の生理用品といわれる月経
カップは、医療用シリコンで作
られ、10年間使用が可能。発展
途上国では生理用品を購入する
費用がなく、不衛生な布や葉っ
ぱなどで代用したり、学校を休
んだりする子どもたちがいます。
月経カップを普及させることで
国内外の女性の健康と社会進出
を支援していきます。

月経カップをご存知ですか？

2015年以降、⼤阪⻄南RACで
の通常例会だけでなく、他RAC
との合同開催や⼤阪⻄南RC含
むロータリーでの卓話を行うこ
と９回。回を重ねるごとに内容
はパワーアップし、老若男女問
わず好評の例会です。

⼤阪⻄南
ロ ー タ ー
ア ク ト
ク ラ ブ

例
会
日
：
第
２
・４
水
曜
日

例
会
場
：STUDIO

LOVOX
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大阪梅田ロ ータ ーア ク ト ク ラ ブ  
例会日：  

第１ ・ 第３ 火曜日 

例会場：  

大阪市中央公会堂 

のタ ーゲッ ト にも掲げら れている フ ード ロ ス を テーマ にSDGs  
家庭に余り がちな食材を持ち寄っ てク リ エ ィ テ ィ ブ ク ッ キン グ例会を行いま し た。  
家庭で余っ てし ま っ た食材の理由についてシェ ア し た り 、 食品ロ スが出ないよ う に  
フ ード ロ ス ・ ク リ エ ィ テ ィ ブ を合言葉に様々なア イ デア で工夫し 調理を し ま し た。  
参加者も全員楽し く 頭を使う 例会と なり ま し た 。 こ の例会を通し て、  
参加者がフ ード ロ スへの関心を もつき っ かけになる こ と へと 繋がり ま し た。  
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大阪淀川RACの冬の風物詩！

「日本凧の会」の講師指導のもと

子ども達と一緒に本格的な凧を作製します。

作製した凧を持って淀川の河川敷へ行き

青空に凧を上げます！
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異 業 種 交 流 例 会2019.12.02

枚 方 ロ ー タ ー ア ク ト ク ラ ブ

2019-2020年度クラブターゲット：「合」
例会日：毎月第１・第３月曜日
例会場：ラポール枚方

例会プログラム②_名刺交換会

新入会員歓迎会・入会式（ 2020.02.03 ）

枚
との親密さを武器に、どのようなアプローチができる
か？」という発想から、異業種交流例会のコンセプト
が出来上がりました。

方ローターアクトクラブ会員増強プロジェクト。
「枚方の持ち味である提唱ロータリークラブ

にはクラブ会員数が3名から13名（2020.3月時点）
にまで増加しました。

例
自社企業紹介、および枚方ロータリークラブ会員の皆
様との名刺交換会を行いました。ゲスト参加者数7名、
ロータリアン参加者数15名を招いての例会となり、結
果ゲスト7名のうち6名が入会、その後も枚方ロータリー
クラブ会員様から継続的にご紹介をいただき、最終的

会には枚方ロータリークラブ会員様所属企業の
若手社員の方々に多くご参加いただき、

例会プログラム①_自社企業紹介
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守口支援学校の
運動会・文化祭・
作品展の運営の

お手伝いをしています！

普段関わる事が出来ない
障がいを持つ方との
ふれあい、交流が

魅力です！
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2019-2020年度
新設クラブ紹介
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はじめまして
新大阪RACです！

設立日

例会場・例会日

過去の例会

2019年12月4日

大阪コロナホテル
(大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目3－21)

第1・3 水曜日 19:30～21:00

クラブターゲット
『Be the Best』

延原会員による
イスラム教についての卓話

会員数:11名

本田会⾧による
性格診断についての卓話
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関西大学RAC
後藤 穂波

大阪北RAC
田中 一義

茨木RAC
片桐 淳

新人賞 受賞者一覧

大阪西南RAC
早川 充

37



寝屋川RAC
白井 祥希

大阪RAC
奥川 紗代

吹田RAC
千葉 光之輔

大阪東RAC
井上 千豪
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大阪南RAC
中尾 京子

大阪天満橋RAC
唐 卿

大阪城南RAC
大元 佑介

大阪帝塚山RAC
築山 美優
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皆勤賞受賞者

大阪中央RAC

中嶋 陸人

茨木RAC

喜畑 翔太

関西大学RAC

水谷 郁菜

大阪中央RAC

重留 里咲
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大阪北RAC

加藤 彰悟

大阪北RAC

塚本 玲夢

大阪北RAC

伊串 裕紀

大阪西南RAC

是枝 祐里佳
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大阪西南RAC

白川 美咲

吹田RAC

桑田 聖平

吹田RAC

喜畑 ひとみ

大阪西南RAC

谷 有史
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吹田RAC

高津 未来

東大阪RAC

松本 梨沙

枚方RAC

柳澤 大輔

寝屋川RAC

蔦 亮介
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寝屋川RAC

三窪 真由

大阪東RAC

坂口 雄哉

大阪東RAC

上林 大悟

大阪東RAC

川原 大樹
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大阪東RAC

田中 伶実

大阪東RAC

西岡 遥

大阪南RAC

中山 和樹
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2019-2020年度

卒業生紹介

ご卒業おめでとうございます。
ローターアクトクラブを通じて得た経験は

きっと大切な宝になるでしょう。
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中井 菖太 （なかい しょうた）
茨木ローターアクトクラブ所属

～RACへの思い～ 2018年 1月入会
正直RACに入った目的を考えた時に達成する事は出来ていません。
ただ、それ以上の考え方や価値観を学ぶことができ、
何が自分にとって大切か知るいい機会を与えて頂いた事に
本当に感謝しています。
人に流される事なく自分で考え、
時には柔軟に意見を聞き行動を改める事も大切だと学びました。
残りのRAC生活で今まで経験していない事を
沢山やり切って楽しんで下さい！

藤澤 翔平 （ふじさわ しょうへい）
茨木ローターアクトクラブ所属

～RACへの思い～ 2015年 4月入会
色々な経験をさせていただきありがとうございました！
RACのおかげで楽しい20代を過ごせました！！
みなさん残りのRAC生活楽しんで下さい！

松浦 早織 （まつうら さおり）
池田ローターアクトクラブ所属

～RACへの思い～ 2015年 7月入会
まずは池田RACの皆に大大大感謝です！
RACが私の人生を変えたと言っても過言ではありません。
RACで出会った人たちは友達以上の特別な存在となり、

数年の間でしたが真剣に活動をして心から良かったと思っています。
知らない人でもRACのメンバーならもう友達！RAC大好きです！
覚えている人はご一緒に！みんなイケイケだー！

喜畑 翔太 （きはた しょうた）
茨木ローターアクトクラブ所属

～RACへの思い～ 2015年 1月入会
人生を180°変えてくれた団体。
良い勉強をさせてもらえたし、
若いうちから責任を持たせてもらえるし、
失敗してもみんながフォローしてくれるので、
色々とチャレンジできてよかったです。



塚本 玲夢 （つかもと れむ）
大阪北ローターアクトクラブ所属

～RACへの思い～ 2018年11月入会
RACでは新たな知識の習得や普段自分からではしないような事など

を様々な経験をさせて頂きました。また同じ目標に向け、年齢・歴を
問わず意見を言い合えるすばらしい空間でとても心地良い場所でし
た。入会当初、高橋パスト代表がRACについて卓話された時の「奉

仕と通じての親睦」というお言葉、まさしくその通りだと改めて思いま
す。私にとって転機となったかけがえのないものです。
1年半という短い期間ではございましたが仲良くして頂きましてあり

がとうございました。そして活動を支えてくださいました多くの方々に
深く感謝申し上げます。

鈴木 健晴 （すずき たけはる）
大阪北ローターアクトクラブ所属

～RACへの思い～ 2019年 9月入会
短い間ではありましたが本当にありがとうございました。
優しく、仲良くして頂き感謝しかありません。
緊張してなかなか行きづらいなと初めは思いましたが、
たくさん声をかけて頂いてすぐに行きやすくなりました。
普段では聞けないようなお話を聞くことができ、楽しく笑いながら学
べるような例会を毎回楽しみにしていました。
今後はRACで感じることの出来た「人の為になにか出来ないか」と
いう思いを普段から取り入れていければと思っています。
すごく良い経験をさせて頂きました。これからも仲良くして下さい。

仙藤 將貴 （せんどう まさたか）
大阪西南ローターアクトクラブ所属

～RACへの思い～ 2019年 7月入会
1年しか参加できませんでしたが、
多くの貴重な体験をさせていただきました。

谷 有史 （たに ゆうじ）
大阪西南ローターアクトクラブ所属

～RACへの思い～ 2017年 7月入会
大阪西南RACに入会して、気づけば３年が経っていました。
会計・会長を務めて、たくさんの方々と交流することが出来ました。
振り返ってみると、大変だなぁと感じる事もたくさんありましたが、
一つ一つの活動が本当に楽しかった良い思い出ばっかりです。
中途半端にやるとしんどくて、やればやるほど熱中できて、
仲間もできて、達成感もあって、楽しいのがRACの良さ！！
活動を支えて頂いた皆さま、本当にありがとうございました。



桑田 聖平 （くわた しょうへい）
吹田ローターアクトクラブ所属

～RACへの思い～ 2017年 7月入会
吹田ロータアクトクラブで、
これからも仲良くしたい仲間に会えたことに感謝。

喜畑 ひとみ （きはた ひとみ）
吹田ローターアクトクラブ所属

～RACへの思い～ 2012年 5月入会
入会から8年間。入会当初、私は初めて出会う人たちの中で何を話
せばいいのか悩んでいました。そんな中、3分間スピーチ、担当例

会、三役と沢山の経験を積ませて頂き、悩みを克服していく事がで
きました。今の自分が人と身構えずに話せるのは、RACのお陰だと
思っています。私にとってRACは、安心して失敗できる場所でした。

だからこそ色々なことに挑戦できたし、その経験が自信となり、自分
の事を少し好きになれたのだと思います。
成長させてくれて、ありがとうございました。
これからも皆さんの成長の場であり続けますように。

鈴木 宏幸 （すずき ひろゆき）
吹田ローターアクトクラブ所属

～RACへの思い～ 2014年 9月入会
趣味嗜好や文化の異なる人と出会う貴重な場でした。
各クラブの例会や地区行事などに参加するたびに、
良い刺激を得られたように感じます。
大学卒業後は参加頻度も減ってしまいましたが、
限られた機会に仲良くしていただいた方、
そして運営に携わっていた方には深く感謝しています。
卒業後もよろしくお願いします。

田中 祐子 （たなか ゆうこ）
東大阪ローターアクトクラブ所属

～RACへの思い～ 2015年 3月入会
東大阪RAC在籍中には幹事そして35周年周年実行委員長の大役を
務めさせていただきました。東大阪RACに加入した当初は、国歌・
RACソング斉唱に一瞬戸惑いましたが、今となれば歌詞も見ずに歌
えるまでに至ったことは、れっきとしたRACメンバーの証だと自負し
ています。東大阪RACでは様々な事業に参加し、手作り双六を使っ

た老人福祉施設の方々との交流会や、日本語教室での国際交流
など、1人では小さな力しか発揮できないがみんなが集まれば偉大
な力となるチームワークの重要性を学びました。
今年度でRACを巣立ちますが、ここで得た学びや人との繋がりを大
切に今後の人生に活かしていきます。



石崎 翔 （いしざき しょう）
大阪ローターアクトクラブ所属

～RACへの思い～ 2018年 7月入会
2年目より専門能力開発員会の委員長に就任し、
1年目とは異なる立場で大阪RACに関わることとなりました。

委員長として前年とは異なる形で会員に目を向けてみたのですが、
その中で感じたのは・・・、RAC会員クセが強い。本当に多種多様な

人材が揃っていて、各人色んな特色を持っていて、更に新入会員も
クセが強くて・・・。とても面白い団体だなと思いました。
色んな価値観に触れ、共に切磋琢磨できる団体～大阪RAC。
私もクセが強いと思われているのかなぁ。
とにかく2年間楽しかったです！

柳澤 大輔 （やなぎさわ だいすけ）
枚方ローターアクトクラブ所属

～RACへの思い～ 2018年 5月入会
RAC在籍期間は2年間と短いながらも、色々と貴重な経験をさせて

いただきました。大き目の某行事にて、会場ホールの映像・照明関
係を本番数日前に一任されたことも、飲み会で何度も記憶を失くし
てハングオーバー状態になったことも、今では良い思い出です。
最終年度は枚方RAC会長と同時に地区役員も拝命し、大勢のロー

ターアクター・ロータリアンの方々に支えていただき、また一緒に楽
しい時間を過ごすことができました。ありがとうございました。
皆様の今後のご活躍をお祈りしております。
またどこか（ゆるめの場所）でお会いしましょう！

太田 凌平 （おおた りょうへい）
大阪ローターアクトクラブ所属

～RACへの思い～ 2018年 7月入会
1年間、会長として大阪ＲＡＣを率いて頑張りました。

ＲＡＣ２年目での会長ということで、他ＲＡＣの皆様にはご迷惑をお
かけしてしまったこともあるかと思います。
地区行事や会長会等で他ＲＡＣの方々と交流できたことは、

とても有意義で他ＲＡＣの方々がどんなことを考えていて、どんな苦
労をしているのかということを知る良い機会になりました。

同世代で考え方や日頃の悩みを共有できるのがＲＡＣのよいところ
だと思います。今年度で卒業にはなりますが、
ＲＡＣで得た経験と交友関係を大切に今後の人生を歩んでいきます。

奥川 紗代 （おくがわ さよ）
大阪ローターアクトクラブ所属

～RACへの思い～ 2019年 7月入会
RACに入会して多くの経験、知識を得たことは、とても私の財産に

なったと思います。普段関わらないような他業種の人と関われたこ
とで、今までには知らなかった分野や情報を得ることができ、また近
い世代と話をしたり、頑張る姿をみたりすることで、自分を見つめ直
し、モチベーションをあげる良い機会を得ることができました。

新型コロナウイルスの影響で様々なイベントが中止になり、奉仕活
動をする機会も少なくなってしまいましたが、一年という短い期間で
も有意義な一年であったので、卒業しても注視していきたいと思い
ます。



小林 奈津子 （こばやし なつこ）
大阪ローターアクトクラブ所属

～RACへの思い～ 2018年 7月入会
大阪RACのメンバーはもちろんのこと、ロータリアンの方々、
また地区内のRACの方々との接点を持つなかで、自分の見えてい
る世界がほんの少しだけ広がったような気がしています。

社会人になって、日々の会話は会社の人との仕事の話題が多く
なっていましたが、RAC活動はRACに参加しなければ出会うことのな

かったであろう方々と、普段の会社生活では聞くことも話すこともあ
まりないようなテーマについて語り、学ぶ機会であり、出会いと知識
の両方が私にとっての収穫となりました。

久保 晶子 （くぼ あきこ）
大阪ローターアクトクラブ所属

～RACへの思い～ 2018年 7月入会
RAC活動が2年目となりました。
頼りになる同期や、楽しいメンバーたちのおかげで、
あっという間に時間が経過したように感じます。
異分野で活躍する同世代の人たちと接点を持つことができたのは
とても貴重な経験であり、また純粋に楽しかったです。
最近は、コロナ感染症による影響により、
例会等が中止となっておりとても残念だと思っています。
早く通常通りの活動に戻れるように願っております。

徳田 涼太 （とくだ りょうた）
大阪ローターアクトクラブ所属

～RACへの思い～ 2018年 7月入会
受動的に参加させていただくこととなり２年が経ちました。
RACに参加していなければできないような活動もたくさん経験させて
いただき自分の中の奉仕への考え方も変わったように思います。

また、自分と似たような立場にある異業種の友ができたことは宝だ
と思います。
個性的なメンバーと会えるのは隔週の楽しみになっていました。

副会長という立場を務めさせていただき微力ながら会に貢献できた
こと、２年間大阪RACで活動できたこと、本当に良かった！

富 翔一朗 （とみ しょういちろう）
大阪ローターアクトクラブ所属

～RACへの思い～ 2018年 7月入会
RAC活動の2年を一言で表すなら「刺激」。社会人2年目で参加した
RAC活動は初めてづくしで戸惑いもあったが、それを上回る刺激が
ありました。RAC活動から生まれた出会い、皆で協力して行った奉

仕活動。最初は馴染まなければと思っていましたが、周りのアット
ホームな空気と奉仕活動を真剣に取り組む姿勢に自然と溶け込む
ことができ、共に取り組んだ献血活動をはじめとする奉仕活動は達
成感を味わうことができました。
この2年は間違いなく自分の財産として残すことが出来た素晴らし
い時間であり、RACの一員になれたことを誇りに思います。



山田 佳乃子 （やまだ かのこ）
大阪ローターアクトクラブ所属

～RACへの思い～ 2018年12月入会
私が大阪RACに在籍したのは、ほんの1年半ほどでした。
その短い間に、大阪RACの優秀で刺激的なメンバーと親睦を深め、
他RACの個性豊かなメンバーと親睦を深め、私の毎日がカラフルに
彩られました。大阪RACの一泊研修では、普段の例会では見れない
仲間の姿を知ることができ、御堂筋清掃や献血などの他RAC合同
行事では、普段出会えないメンバーと交流することができ、
笑顔にあふれた楽しい時間が胸に残っています。
大阪RACはもうすぐ卒業ですが、RACでのキラキラした楽しい日々を
胸に、これからも大阪を盛り上げていこうと思います！

船橋 祐美子 （ふなばし ゆみこ）
大阪ローターアクトクラブ所属

～RACへの思い～ 2018年 7月入会
企業派遣という形でRACに入会し，
RACでなければ知ることがなかった世界に触れて，
とても勉強になりましたし，何より楽しかったです！！
異業種のみんなと出会えて仲間として2年間過ごし，
時には意見がまとまらず，理事会で22時過ぎまで話し合った時間は，
今ではいい思い出です（笑）
幹事という役職で至らない点もたくさんあったと思いますが，
太田会長をはじめ皆さんに支えてもらいできたと思います．
本当にありがとうございました！！

若島 大邦 （わかしま ひろくに）
大阪ローターアクトクラブ所属

～RACへの思い～ 2018年 7月入会
大阪RACには様々な企業から同世代が集まり、
多様な価値観に触れることができました。印象に残った活動は、

今宮戎神社でのチャリティーバザーです。商品集めや値付けなど、
多くの苦労がありましたが、お客さんから「毎年楽しみにしている」
「寄付になるのならと買いに来ている、がんばってね」と嬉しいお言
葉をいただき、充実感を感じることができました。RACに所属してい
なければ社会奉仕活動に携わることはなかったと思います。

貴重な機会に感謝し、今後も「社会のために何ができるのか」という
視点は持ち続けたいと感じています。

坂口 雄哉 （さかぐち ゆうや）
大阪東ローターアクトクラブ所属

" RACとはチャンス" 2015年 7月入会
組織にはルールや常識がありますが、RACでは自分たちがそれを

作ります。限界を決めてしまえばそこで止まる。協調と同調の違い。
等、私はこれらの"きづき"を仕事、私生活でも実践し、人生が変わ

りました。また、この歳で組織をマネジメントする経験得、それ以上
に貴重なトップを経験した後に違う立場で組織に関わる経験。特に
リターンが感じ難いRACでは"人の本質"を感じられます。なぜ協力し

てくれるのか。嬉しい驚きや発見が続出します。これらを感じる機会
をくれたRACには大感謝です！心底すごい諸先輩、自分を超える後
輩、最高の戦友でした！ありがとうございました！



朝比奈 宏美 （あさひな ひろみ）
大阪御堂筋本町ローターアクトクラブ所属

～RACへの思い～ 2010年 7月入会
ローターアクトクラブの活動では、
沢山の人と出会い色々な経験をさせて頂きました。
決して1人ではできない体験ばかりで参加できた事、
非常に有難いと思いました。
今後も沢山の方がローターアクトクラブに入会し、
活躍されることを願っております。
ありがとうございました。

灘脇 望美 （なだわき のぞみ）
大阪東ローターアクトクラブ所属

～RACへの思い～ 2018年 4月入会
私は２年間RACに所属し、
普段では出来ない活動をたくさん経験する事ができました。
RAC活動は本当に自分が成長できる場所だと実感しています。

たくさんの人と出会い、仲間ができ、刺激し合える事はなかなかな
いのでもっとたくさんの人に知ってほしいと思いました。
なによりも大阪東RACの一員として活動出来た事が本当によかった
です。みんなが楽しく活気に満ちた雰囲気が大好きでした！

宮田 陽太 （みやた ようた）
大阪御堂筋本町ローターアクトクラブ所属

～RACへの思い～ 2013年10月入会
2013年23歳の時に入会し、様々な経験ができました。

特に会長年度、地区役員年度は活動量も多く記憶に鮮明に残って
います。RACに入会することで人として成長できた部分もあります。
これまで関わってくださったみなさんに感謝しています。
4月生まれということで同じ年のメンバーの多くより先に卒業となるこ
とが心残りですが、
これからも活動をする皆様のご活躍をお祈りいたします。

生島 康平 （いくしま こうへい）
大阪南ローターアクトクラブ所属

～RACへの思い～ 2017年 7月入会
RACを通じて自分のなに知り、何を表現したのか。
RACに入って得たかったものは得られたのか。
今年一年はそんなことを考えて活動に参加していました。
今が楽しいだけではRACの環境がもったいない！
高槻地震のときに動けなかったこと、ぼくは今でも後悔してます。
仲良くなるのは素晴らしい。だけど、だれかの掛け声に集まれる！
RAC[はそんな人間関係が作れる環境だと思っています。悔いのな

いように、この環境をどう活かすのか。その疑問だけはなくならない
チャレンジできる環境として、RACに参加してほしいと思います。



川崎 亮典 （かわさき りょうすけ）
大阪天満橋ローターアクトクラブ所属

～RACへの思い～ 2018年 7月入会
始めに、2年間RAC活動を無事できたのも、ロータリーの皆様、OB・
OGの先輩方・現役会員のおかげであると心から感謝しております。
私はRAC活動を通して想像力が培われたと思います。
入会前の私は、何事も人任せにして自分で考えることが苦手でした。

しかし、皆で考え企画を実現していく環境に入れたからこそ、どうす
れば上手くいくのかを自発的に考えるようになれました。
卒業してからもこの経験を忘れず、RACで繋がった縁や、学んだ事
を大切にしていきたいと思います。最後に2年間本当にお世話にな
りました、これからはOBとして後輩達の活躍を期待しています。

工藤カーレン静香 （くどうかーれんしずか）
大阪南ローターアクトクラブ所属

～RACへの思い～ 2013年 9月入会
ついに卒業となりました。

就職で愛知県から大阪に来てまもなくの頃に入会し、共に活動する
仲間だけではなく、普段関わる事ができない業種や年齢がバラバラ
の沢山の友人が出来た事がRACでの1番の思い出になりました。

出席できない時期があった時も変わらない笑顔で迎え入れてくれて、
何度も元気をもらえました。
一緒に活動できなくなるのは寂しいけど、またOGとして顔を出した
時にいつも通りの明るさが待ってると思うとワクワクします！
ありがとうございました！

倉元 郁子 （くらもと いくこ）
大阪天満橋ローターアクトクラブ所属

～RACへの思い～ 2019年 3月入会
短い間でしたが、初めての地でアクトを知っていたから、
知り合いを作ることが出来ました。
ありがとうございました。

唐 卿 （とう きょう）
大阪天満橋ローターアクトクラブ所属

～RACへの思い～ 2019年 8月入会
私は昨年4月に大阪に引っ越してきて、
初めて暮らす街で心細く感じていました。
しかし、大阪天満橋ローターアクトクラブへの入会をきっかけに、

大阪で友達が増え、多種多様な例会でアフターファイブの生活も、
とても充実しました。
入会1年未満で卒業しますが、私はローターアクトクラブの一員に
なってよかったと思います。
今後も、国際ロータリー第2660地区ローターアクトと大阪天満橋
ローターアクトクラブのに益々のご発展をお祈り申し上げます。



梅原 亮 （うめはら りょう）
大阪帝塚山ローターアクトクラブ所属

～RACへの思い～ 2018年 7月入会
大学時代に社会的弱者をいかに社会復帰させるかをテーマにゼミ
で学び、書物等で学んだが実際に行動に移す機会が少なかったの
で、RACを通じ支援を学びたいという思いで入会しました。実際、時

間的余裕もあまりなくなかなか活動に参加できませんでしたが、仕
事面でESG投資などみていく際RACで培った知識が活かされました。

なにより、帝塚山の皆が助けてくれて参加した際など過去に学んだ
ことを教えてくれたり温かく迎えてくれました。思いやりの心こそ人を
助ける第一歩であることを、メンバーと触れあうことで学びました。こ
のことを旨に日々行動しようと思います！お世話になりました！

卒業される皆様が、
益々ご活躍されます事を祈念申し上げます。

国際ロータリー第2660地区ローターアクト一同
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