
１．本日１６時より、株式会社コンサドーレ、株

式会社ビクタス、学校法人河合塾、スポーツ

産学官地域づくり戦略ミーティングに、留萌

ロータリークラブが招待されておりますので

参加して参ります。

・・赤平ロータリークラブ、深川ロータリークラ

ブから、役員退任就任挨拶状を頂きました。

・・芦別ロータリークラブより、６月会報を受領

しました。

・・滝川ロータリークラブ、砂川ロータリークラ

ブより、８月例会プログラムを受領しました。

・・砂川ロータリークラブより、クラブ活動計画

書を受領しました。

・・２５１０地区の地区大会の案内が届いております。

皆様のテーブルに既にチラシを配布致してお

りますが、後ほど幹事から詳しく連絡致しま

す。

・・皆様に回覧を回しておりますが、その中にあ

んどんの日程表が挟まっておりますので、よ

く読んで下さい。また、ロータリーの友より

ご案内がありましたので、それも挟んであり

ますのでご覧下さい。

ゲスト

　国際ロータリー第２５１０地区

　　　　　　　　ガバナー　石丸修太郎 様

　　　　　　ガバナー補佐　忠津　　章 様

ビジター　　　　地区幹事　徳井　雄大 様

会員総数 …………………２６名
出免会員 …………………４名
出免出席 …………………４名
基準会員出席 ……………２１名
出席率 ……………… ８０．７６％

煙本日

　「役員・理事就任挨拶」

煙次週予定

　「新会員・我が生い立ち」　櫛井　俊介 会員

　会員誕生日

　海　東　剛　哲
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奉仕プロジェクト委員会　 　福士委員長

　スピードダウン旗の波運動を７月２２日午後４

時３０分より錦町にて開催致します。留萌クラブ

は㈱四十坊様前です。暑いですが、ロータリー

ジャンバーを着て、多くの会員の参加をお願い

致します。

　また、皆さんの机にあんどんの配置図と製作

日程表を配っております。来週月曜日から水曜

日まで、場合によっては木曜日までスケジュー

ルがびっしりですので、よろしくお願い致しま

す。予定では２６日リハーサルとなっております

が、完成が遅れた場合２８日にリハーサルを行い

ますので、よろしくお願い致します。お祭り当

日は、午後３時３０分よりあんどんの移動を行い

ます。時間を空けておいて下さい。なお、今年

はお茶・水は用意しますが、お酒・ビール・ア

ルコール類などお祭り中は禁止とします。打ち

上げにてたくさん飲んで下さい。最後に、８月

１日午前９時よりゴミの後片づけと山車の移動

を行いますので、よろしくお願い致します。

前年度理事会　 　武田前幹事

　皆様の机に前年度の会計報告書を配付させて

頂きました。７月１日の理事会にて前年度会計

決算として承認されておりますので、ここで報

告させて頂きます。

「ガバナーについて」
クラブ運営委員会　西谷委員長

　ガバナーはＲＩ理事会の一般的な指揮、監督

下に職務を行う、その地区におけるＲＩ役員で

ある。地区内のクラブ管理は、ガバナーの直接

監督下に置かれる。ガバナーは地区内のクラブ

に対する指導および監督を行うことで、ロータ

リーの綱領を推進する任務を課せられている。

ガバナーは地区内のクラブを啓発し、意欲を与

え、地区内に継続性を確保するものとする。可

能な限り最適な候補者を得るために、ガバナー

は所管地区内のクラブからガバナーに相応しい

候補者を推薦するよう要請するものとする。

　また、ガバナーの資格条件は、ガバナー・ノ

ミニーの資格に加え、就任時点で、一つまたは

複数のクラブで通算７年以上会員であり、ガバ

ナー・エレクト研修セミナーおよび国際協議会

に全期間を通して出席していなければならない。

となっております。

・・楽しく和やかな留萌ロータリークラブの皆様

に感謝です。有意義なクラブ活動を続けて下

さい。　 石丸ガバナー

・・ガバナー公式訪問、皆様の参加ありがとうご

ざいます。　 忠津ガバナー補佐

・・最高の会員と２日間楽しく勉強させていただ

きました。今後の留萌クラブ様の発展をご祈

念致します。　 徳田地区幹事

・・石丸ガバナー、忠津ガバナー補佐、徳田地区

幹事、ようこそ留萌クラブへ。昨日に続き、

本日の公式訪問よろしくお願い致します。

　 串橋会長

・・石丸ガバナー、徳田地区幹事、留萌クラブへ

ようこそ。　 高橋直前会長

・・石丸ガバナーようこそ留萌へ。 武田エレクト

・・石丸ガバナーようこそ留萌へいらっしゃいま

した。忠津ガバナー補佐、徳田地区幹事、本

日はよろしくお願いします。　　 燕副会長

・・石丸ガバナー、忠津ガバナー補佐、徳田地区

幹事、本日よろしくお願いします。また昨日

は会長幹事を励ます会を開いていただき、あ

りがとうございます。　 青山幹事

・・石丸ガバナー、忠津ガバナー補佐、徳田地区

幹事、ようこそ留萌クラブへ。　 関野会計

・・石丸ガバナーようこそ留萌へ。　 西原ＳＡＡ

・・石丸ガバナーようこそ留萌へ。

　 　西谷例会運営委員長

・・石丸ガバナーようこそ留萌クラブへ。

　 　大嶋親睦活動委員長

・・昨日は親睦活動委員会の皆さん、ご苦労様で

す。大嶋委員長ご苦労様でした。本日、石丸

ガバナー、忠津ガバナー補佐、徳田地区幹事、

よろしくお願いします。　 鈴木会員
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・・ガバナーようこそ留萌へ。　 櫛井会員

・・石丸ガバナーようこそ留萌へ。　 伊藤会員

　前　回　　２０３，０００円

　今　回　　 ４９，０００円

　累　計　　２５２，０００円

「ガバナー公式訪問」　
　 石丸 修太郎 様

　今年度ガバナーを務めさせて頂きます石丸で

ございます。ロータリーの団体、地区のトップ

を務めさせて頂きますが、団体という物はトッ

プによって変わると言われております。クラブ

のトップも会長さんですが、会長さんの考え方

でクラブもガラッと変わります。会長さんに人

望が無ければクラブはバラバラになります。と

いう事でガバナーも人望が無いと地区はバラバ

ラになるかと言うと、まだ試したことが無いの

で分かりませんが、不協和音が出る事はよくあ

ります。

　私が２０１９年にガバナー・ノミニー・デジグネー

トに指名され、その後２年半をかけて、今日こ

こにガバナーとしてお邪魔する事が出来ました。

初めに「ガバナーになりなさい」と言われ、ロー

タリーはハイか、イエスか、喜んでしか無い世

界ですので、ハイと言ってしまったのですが、

我がクラブでも１２年前（２００８～０９年）にガバナー

を輩出しており、その時に私は地区幹事を経験

させて頂き、何となくガバナーさんが何かやる

というイメージはありましたが、自分の想いを

出して運営すると言う事が初体験でした。今回

このイマジン・ロータリー…が７つありますが、

このテーマが発表になったのが今年２月の国際

協議会で、ビートルズのイマジンの曲に乗って

ジェニファー・ジョーンズが登場してテーマを

発表したのですが、私はこのマークがコロナウ

イルスに見えまして、この頃はコロナが大流行

で本当はフロリダのオークランドで１週間、５

日間びっしりの朝から晩まで研修会をする国際

協議会の予定でしたが、それは叶わずＺｏｏｍで

の国際協議会になりました。昨年も同じＺｏｏｍ

による国際協議会でした。大日向ガバナーは大

変苦労されて、お昼１時間、夜中１時間、こん

な研修を毎日８日間させられたそうです。私の

時はさすがにそのような事は無く、午前１１時か

ら午後２時まで毎日９日間、その中で日本の研

修リーダーの方が３名いらっしゃるのですが、

３つのグループに分けてディスカッション形式

で行われました。地区のＲＬＩに参加された方

は留萌クラブにはいらっしゃいますか、いませ

んか。ディスカッションで人の考えを理解し合

う、自分の思いをどう伝ていくか、とても良い

訓練になります。若干の参加費はかかりますが、

今年も開催されるようです。Ｚｏｏｍによる開催

ですので、わざわざ出掛けていく事も無いし、

宿泊費もかかりませんので、ぜひ参加されたら

良いと思います。５０分のセッションを６回、朝

から晩までやって、それをパート１、２、３つ

のセッションが終わると、ディスカッション・

リーダーと言って講義をする方の役になるので

すが、講義をするといっても絶対に教えないの

です。これについてどう思われますか？と皆さ

んに聞いて、皆さんから色々な思いを引っ張り

出してロータリーの奉仕活動について、財団に

ついて、色々な人間教育についても話されて、

トピックスは色々な話が出て面白いのですが、

意外と職業奉仕の話が出てこないのです。財団

の寄付の話はいやと言うほど出てきますが、こ

れはロータリーの最近の傾向なのでしょうか。

昔（１９９０年代）は、世界のロータリー人口が一番

多かった時、会員が多かった時、日本でも会員

が１３万人近くいた時は職業奉仕がロータリーの

真骨頂だったのです。その後、財団がどんどん

大きくなり、８８年に始まったポリオ・プラスの

寄付をどんどん集めるようになって、９８年から

ビル・ゲイツさんもポリオ撲滅に突っ走る事に

なって、どんどんロータリーも会員が減ってい

きました。いまだに減りつつありますが、日本

全国でとうとう８万４千人になってしまいまし

た。我が地区でも１９９６年に４２００数十名まで達成

して以来、今年度は２４００名を切るという話をち

らっと聞きました。まだ６月末の集計を聞いて

おりませんが、４割以上の人間がいなくなって

しまったのですから、何でだろうね？やっぱり
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財団財団と言って寄付集めばかりやっているか

らだと思います。私は２００１年入会ですが、その

時はまだ職業奉仕は先輩から教えてもらって、

クラブの中から１業種１人という事は、自分の

業界の事を自由に話して、情報交換をして、そ

れが自分には大変プラスになるクラブなのだ、

と先輩に教えられました。今は何となく１業種

５人まで良いという事で、業界の悪口も言えな

くなってロータリーでは無くなってしまったと

言われました。

　話を戻しますが、ジェニファー・ジョーンズ

がビートルズのイマジンの曲に乗って出て来て

彼女の説明を聞いていると“とにかく良い事を

やっているのだから、絶対に未来は楽しいはず

だよね、楽しい将来をみんなで思いましょう”

というムードで説明がありました。話を一生懸

命聞いていると、ジェニファー・ジョーンズ会

長はＤＥＩというものを一生懸命押し出してい

ますが、私はそのような西洋的考えは我が地区

に持ち込みたくはありません。たぶんその人に

見合った能力を出せればいいんじゃないという

考え方だと思うのですが、“株に置き換えると１

株の権利は全て平等、しかし持っている株数が

違えば当然もらう配当金も違うし、人間に置き

換えると、人間の能力は人それぞれで、それを

同じくする必要は全然ないし、それぞれ与えら

れた能力でそれぞれ能力を発揮できればそれで

いいでしょ”と言う意味みたいですが、私とし

てはそんな皆さんに説明できないものを地区に

持ち込みたくないと思い、私は無視する事にし

ました。

　将来に向かって明るい夢を持ちましょうと言

うのは大変分かりやすかったので、それで地区

のテーマも“ロータリーに想いを馳せる～明日

のロータリーに夢を込めて～”という事で、留

萌クラブも会長テーマを“ロータリーの未来”

として頂いたので、とても嬉しく思います。皆

で活動する時、その場その場は楽しくなけなり

ませんが、出来ればこれを３年後、５年後どん

な活動になっているかを話す事で、イメージを

皆で共有する。会長が変ったら、また活動が変

更する事はダメではないが、会員の意志が皆同

じ方向を見ていると、やはり会長になった方は

考えると思います。あーしたい、こーしたい、

と言っても皆が同じ方向を向いていれば、多分

そのような計画書が作られると思います。誰か

が考えるのではなくて、皆で考える事が大切だ

とジェニファー・ジョーンズは言っています。

それと自分のクラブだけに留めて置くのは止め

て、他の団体とも協力して活動する事もＯＫと

考えます。ライオンズさんと協力して活動をす

る事ももちろん問題ありませんが、ロータリー

の名前が消えない事が条件です。クラブの会員

も減少し人数も限られていますので、他の人を

利用して活動する事は色々な考え方が生まれ、

活動にも幅が出来ます。ですから、ロータリー

じゃないものは人間じゃないなんて言わずに、

どんどん協力して頂ければと思います。実は私

がやりたい奉仕活動は青少年奉仕なのですが、

地区の目標にも掲げました。留萌クラブさんも

青少年活動が活発で“卓球王国るもいを作る”

なんかは夢があると思います。色々な人を巻き

込んで、そうすると現実味が出て来て、３年後、

５年後どのような活動になっているかを夢見る

のも大切な事だと思います。ぜひ、それを進め

て行って頂ければと思います。クラブもただ面

白ければ良いのではなく、やはり魅力がなけれ

ばなりません。みんなで魅力あるクラブづくり

をして頂ければと思います。

　ここで、私の自己紹介をちょっとさせて頂き

ますが、ガバナー月信の今月号を読んだ方はい

らっしゃいますか？月信の最後のページによも

やま話という事で１２回にわたって私の生い立ち

を紹介することになっております。第１回目で

高校生までの紹介を書いてしまいました。少し

話させて頂くと、私の父が税理士をやっていま

して、私が高校３年の時に受験勉強をやってい

る時父が部屋に入って来て、積分というのを教

えてくれと言われ、私も数Ⅲをやっていました

ので積分位は…と教えたのですが、今さらなぜ

積分なんかを勉強するの？と聞いたら、公認会

計士の試験を受けたら、経済学で積分が出て来

るからと言うのです。税理士だけであきたらず、

公認会計士の試験も取ろうとしているのかと聞

くと、実は監査というものをやってみたいから、

と言うのです。それを聞いて、私も受験で大学
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を片っ端から受けましたがことごとく失敗して、

１校だけ受かった学校があり、それが父が卒業

した大学でしたが、私の母はそれが不満で「私

の息子が旦那の学校で収まるはずはない」と

もっと良い大学へ行けと言われましたが、私は

もう受験勉強をしたくないので受かった大学に

行くと言い、札幌を出る時に「あの大学でも会

計士位にはなれるんだ」という捨て台詞を吐い

て大学へ入ったのですが、学生生活が楽しくて

楽しくて…アルバイトをしながら青春を謳歌し

ていました。大学３年になってふと気が付き、

この成績では到底大学の推薦は受けれないとい

う事で、学部長推薦位なければ一流企業に入れ

ない時代でしたので、そこでやっぱり会計士の

試験を受けるかという事で、大学４年生になっ

た頃から一生懸命勉強を始めました。１年目は

当然不合格でしたが、２年目に何とか合格する

事が出来ました。それについては、友人が私と

同じ資格を取るために試験を受けたのですが、

なんと一発で合格していたので、私に隠れて勉

強していたなと今さら思う所です。「石丸の言

う通り勉強していたら受かった」と嫌味を言わ

れて、必死になって勉強して次の年に何とか受

かったので安心しましたが、仕事をしていて監

査の仕事は面白く無いのです。人の会社で何か

悪い事をやっていないかなんて言うのは自分の

性格にはやはり合わないと思いましたが、やは

り仕事ですので一生懸命務め、１１年目で独立、

３７歳でした。その頃、父親がロータリークラブ

に入っていたのですが、４２歳の時に母親が脳梗

塞で倒れ、父が母の介護をするという事でロー

タリーをさっさと辞めてしまいましたが、息子

がいるという事で勧誘に来ました。私はそれで

も５年間は頑張って断っていたのですが、たま

たまゴルフ場で会った人に無理やり引き込まれ

たのです。ロータリーの友で私の紹介文を書い

てくれた石黒さんに、たまたまゴルフ場で会っ

てしまったために首根っこを押さえつけられ、

無理やり入会させられました。その頃は出席が

うるさく言われ、自分のクラブに出席出来なく

なったら辞めればいいと開き直り、１年目、２

年目、３年目と親睦委員をやり、３年目で親睦

委員長を任されました。私は飲むのが好きで、

どんどん夜間例会、お楽しみ会を開催した覚え

があります。そこで仲間が出来てロータリーが

楽しくなりました。ロータリーの仲間は一生も

のの宝です。仲間を大切にしてロータリーライ

フを楽しみましょう。以上です。ありがとうご

ざいました。
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１．７月２２日に第２回定例理事会を開催しまし

た。８月プログラム、会長幹事を励ます会決

算報告、国際奉仕地区補助金事業、７月の会

計報告を承認い足しました。

２．呑涛まつり延期に伴い、本日臨時理事会を

開催し、７月・８月プログラムの変更を承認

させていただきました。

・・先ほど臨時理事会を開催致しましたが、例会

プログラムの変更がありましたので、後ほど

皆様にＦＡＸを送信させていただきます。

・・日本商工会議所青年部北海道ブロック大会の

ご案内が届いております。先ほど回覧にて回

しました。燕副会長に代理出席していただき

ます。

・・地区ガバナー事務所より、地区大会の１分間

動画の依頼が来ています。一応地区にお願い

して作る形になると思います。それとＲＬＩ

開催のご案内が届いております。またグルー

プ座談会語らいの場のご案内が届いておりま

す。ガバナーと話をしてみたいと思う方は、

私の方まで申し付け下さい。

・・ロータリー文庫の配信案内が届いております。

広報のハイブリッドカードの案内も届いてお

ります。必要の方は受付に置いてありますの

でお持ち下さい。

・・本日のあんどん作業の方も回覧で回させてい

ただきました。

奉仕プロジェクト委員会　 福士委員長

　るもい呑涛まつりが延期になりましたので、

作業工程が変更になりました。本日６時から沿

岸バス車庫にて新しい絵と、会員の名前の付け

替えを行います。皆さんの参加をお願い致しま

す。呑涛まつりは９月３日に変更になりました

ので、後日また出席確認させていただきます。

会員増強委員会　 武田委員長

　７月１６日（土）に江別市において、会員増強セ

ミナーが開催され、出席して参りました。

　当日は、２８４０地区高崎ロータリークラブの田

中パストガバナーを講師として講演会が開催さ

れましたが、田中パストガバナーが高崎ロータ

リークラブの会長だった時、１年間で５１名の会

員増強をした話をされ、留萌クラブでどこまで

出来るのかは未知数ですが、話に刺激を受けて

帰って参りました。

　１年間一生懸命頑張っていきたいと思います。

以上報告を終わります。
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会員総数 …………………２６名
出免会員 …………………４名
出免出席 …………………４名
基準会員出席 ……………１９名
出席率 ……………… ７３．０７％

煙本日

　「新会員・我が生い立ち」

　　　　　　　　櫛井　俊介 会員

煙次週予定

　－法定休会－

会員誕生日

　高　橋　理　佳

　

結婚記念日

　宮　尾　幸之助

Ｎｏ．29２６　 第５回　８月３日
【第４回・第５回 合併号】

会長報告告 ・・・・・・・・・・・・・・

幹事報告告 ・・・・・・・・・・・・・・

委員会報告告 ・・・・・・・・・・・・



「サル痘について」
クラブ運営委員会　西谷委員長

　サル痘は１９７０年にザイール（現在のコンゴ民

主共和国）でヒトでの初めての感染が確認され、

オルソポックスウイルス属のサル痘ウイルスに

よる感染症で、中央アフリカから西アフリカに

かけて流行しています。国内では感染症法上の

４類感染症に指定されています。

　日本では感染症発生動向調査において、集計

が開始された２００３年以降、輸入例を含めサル痘

患者の報告はありませんでしたが、一昨日初め

て日本での感染が確認されました。

　２０２２年５月以降、従前のサル痘流行国への海

外渡航歴のないサル痘患者が、欧州・米国等で

報告されています。厚生労働省では、令和４年

５月２０日にサーベランス強化の為に自治体や医

療関係機関に対して、各国の状況やサル痘の症

状、感染経路等に関する情報提供や注意喚起を

行っています。また、６月１日には自治体や医

療機関に対して、積極的疫学調査の取り扱い等

について事務連絡を発出しています。

・・７月最後の例会になります。皆様のご協力に

感謝申し上げます。海東会員誕生日おめでと

うございます。　 串橋会長

・・本日卓話します。　 燕副会長

・・皆さん、おいしい物食べて大笑いして免疫を

高めて、今の状況を乗り切りましょう。

　 高橋会員

・・良い事がありました。　 関野会員

・・あんどん製作よろしくお願いします。

　 桜元会員

・・良い事がありました。　　 大嶋会員

　前　回　　２５２，０００円

　今　回　　　７，０００円

　累　計　　２５９，０００円

「ローターアクトの概要について」
奉仕プロジュクト委員会　燕 委員

　２０２２年度からローターアクトの制度が変更に

なります。既に皆さん聞いている方もいるかと

思いますが、ローターアクトの現状を先におさ

らいして制度変更についてお話をしたいと思い

ます。

　今まではどのようなことになっていたかと言

いますと、ローターアクトはロータリーの青少

年奉仕プログラムの一環であった。そしてロー

ターアクトはロータリーの青少年奉仕の対象で

した。会員は１８歳から３０歳までの青年男女、提

唱クラブはロータリークラブ。今まではロータ

リーが提唱してロータリーがアクトを作るとい

う形でした。

　２５１０地区にあるローターアクトクラブは５つ

あります。赤平、室蘭北、千歳、札幌幌南、函

館大学です。函館大学のアクトは現在活動を制

限している状態だそうです。ほぼ活動をしてい

ないと聞いております。総勢３５名のローターア

クターが在籍しています。地区代表は千歳クラ

ブの城地さんで、２０２１～２０２２年度の資料を見て

おり、今年度は誰かは確認できておりません。

ローターアクトの活動は月２回の例会を開催し、

その中で移動例会をしたり、チャリティイベン

トやチャリティカラオケ大会、ボーリング大会

などが行われております。また、地区行事とし

て地区協議会が年に１回開催されており、そこ

でアクトの知識を深める活動をしています。地

区大会も勿論ありますが、アクトの場合は年度

末の６月に開催され、１年を総括するような大

会になっております。あとは海外研修です。最

近はこのような事になっておりますので、海外

研修は行っていないのが現状です。２５１０地区の

ローターアクトの主な行事は、先ほど話した事

と被るのですが、地区大会、地区協議会、そし

て先ほどの話には無かったのですが、北海道交

流会。２５１０地区と２５００地区のローターアクトク

ラブとの交流会です。これは毎年開催されてい

るようです。
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　２５１０地区アクトクラブを紹介しますと、函館

大学ローターアクトクラブは１９７１年発足、現在

活動を制限しておりますが、以前は２４時間テレ

ビのチャリティ募金活動への参加もしていまし

た。次に室蘭北クラブも１９７１年発足で、地域に

根差した活動をしていて、ロータリークラブや

ボーイスカウトと一緒に川の清掃などのボラン

ティア活動をしているそうです。次に札幌幌南

アクトクラブは、アクト創立時は中国の方が多

かったのですが、現在は北大の学生が多く入っ

て活動しているそうです。国際的でフランス出

身の方や他の海外の方も在籍しているようです。

赤平ローターアクトクラブは、大変元気のよい

クラブという事で、赤平火祭りの会場で盲導犬

の募金活動を行ったり、保育園の訪問も行って

いて、子供達と交流で一緒に遊んだりしていま

す。千歳ロータアクトクラブは３つの提唱クラ

ブがあり、千歳ロータリークラブ、恵庭ロータ

リークラブ、千歳セントラルロータリークラブ

が提唱して千歳ローターアクトクラブが活動し

ております。以上、これらがローターアクトク

ラブの現状でしたが、２０２２年度から色々と変更

事項があって、２０１９年規定審議会でローターア

クトクラブの組織規定を変更致しました。その

結果、ローターアクトクラブが国際ロータリー

の加盟クラブに含まれることになりました。今

まではロータリークラブの青少年奉仕プログラ

ムの一環でしたが、２０２２年度からは国際ロータ

リーに直接加盟する事になります。ロータリー

クラブとローターアクトクラブの垣根が無くな

り、平等の立場になります。勿論、国際ロータ

リーへ人頭分担金を収める事になりますが、金

額は大学ベース１人当たり５ドル、社会人ベー

スクラブは１人当たり８ドルとなっております。

そして、ローターアクトクラブはロータリーか

ら承認を得た場合、独自で年齢制限を設定でき

ますが、これは義務では無いとしています。今

までは３０歳の制限がありましたが、それが撤廃

されることになります。いきなり４０歳や５０歳の

方が入るのも無理があるので提唱クラブと話し

合って決めるみたいです。地区内のローターア

クトメンバーが協議する事によって、ローター

アクト地区代表の年齢制限を設ける事が出来る

となっています。やはりロータリーとしては、

若い方がローターアクト活動をしてほしいとの

事から年齢制限は無くなりましたが、地区ロー

ターアクトの役員は若い人にお願いしますとの

ことで強制ではありませんが、そのような文面

がついております。

　今までは提唱クラブがアクトクラブを作って

おりましたが、これからはスポンサークラブが

無くてもローターアクトクラブを作る事が出来

るようになります。ローターアクトクラブがス

ポンサークラブになってローターアクトクラブ

を作る事が出来るようになったのです。ただ、

日本のローターアクトクラブがすぐに実現でき

るかまったく分からない状態だそうです。ＲＩ

がロータリーとアクトの垣根を取っ払って一緒

に活動出来るようにと考えたようですが、これ

によりロータリアンとローターアクターの立場

は同じとして、アクト会員も人頭分担金を払っ

て年齢制限を撤廃して活動する。ただ、地区役

員は若い人が望ましいとのことで、２５１０地区は

他地区の動向を踏まえて後々考えていくみたい

です。

　最後にローターアクトの作り方ですが、これ

はローターアクトハンドブックに掲載されてい

るそうです。私も忙しくてまだ読んではいませ

ん。マイロータリーからダウンロードできると

言っていましたので、一度読んでみてはいかが

でしょうか。

　以上、ローターアクトの現状と２０２２年度から

の変更点でした。ご清聴ありがとうございまし

た。
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