令和３年１０月１９日（火）
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会長
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皆さんこんにちは
新型コロナウイルスの新規感染者数も相当減ってきているようです。昨日の兵庫県内の
新規感染者は１ケタということです。ただし一部で下げ止まりというようなことも言われてい
るようです。
９月末日までで緊急事態宣言が解除されましたが、外食、レジャー施設や行楽地はどこも
賑わっているようです。また、今日はご承知のように衆議院選挙の公示日です。
３１日投開票ということで選挙戦も始まりました。人流が活発化してコロナの感染者がまた
増えていかないかと心配な部分もありますがこのまま減少傾向が継続していくことを願っ
ております。
さて、来週１０月２８日（木）に３クラブ合同例会が午後１２時半から ZOOM 形式にて開催さ
れます。今回は残念ながら懇親会等はございません。
開催テーマがローターアクト活動への支援ということで地区ローターアクト代表の阪本渚
子（さかもと なぎさ）さん（神戸須磨ローターアクトクラブ所属）の卓話となります。内容とし
ては来年２０２２年３月 2６日から２７日にかけて「第３４回全国ローターアクト研修会」がこの
地区にて開催されることとなり全国から約９００名の参加者が見込まれているようです。研
修会を成功に導くためにも地区の各ロータリークラブの理解と協力を得たいということで
す。
ローターアクトとは１８歳から３０歳（年齢制限は撤廃）までの青年男女が集まり、奉仕活動
や交流活動を通じて自身の総合的なスキルアップを目指す団体です。
スポンサーとなるロータリークラブが支援を提供します。兵庫県内で９のクラブが活動して
いるようですが、近くでは加古川中央さんが提唱した加古川中央ローターアクトクラブが
あります。例会場は兵庫大学で第２、第４木曜の月２回の例会となっているようです。
活動内容としては、
・奉仕活動などを通じての自身のスキルアップ
・他人を思いやり、人間としてのレベルアップ

・住んでいる地域だけではなく、日本、世界各地に目を向ける事で自分の視野を広げて
いく

・人生の先輩にあたる、ロータリークラブ会員との交流や協力活動
・ロータリークラブの将来の会員への意欲喚起
以上のようなことが挙げられます。３クラブ合同例会前の予備知識として役立てていただ
けたらと思います。
本日卓話の時間は新入会員の自己紹介となります。竹田会員、鈴木会員のお二人です。よ
よろしくお願いいたします。
幹事報告
１）

BOX にハイライトよねやまを入れております。

２）

☆他クラブニュース
例会変更のお知らせ
明石 RC ◇１１月２４日（水）→休会[定款第７条第１節(ｄ)補足１項]
◇１２月 ８日（水）→１２月５日（水） クリスマス親睦家族例会
於；ホテルキャッスルプラザ
◇１２月２９日（水）→休会[定款第７条第１節(ｄ)]
◇２０２２年１月１２日（水）→休会[定款第７条第１節(ｄ)補足１項]
地区より、日本経済新聞社【１０月２２日（金）朝刊全国版】一面広告掲載について
のお知らせ、「ロータリー日本１００年史」頒布促進のお願いをテーブルにおかせて
頂いておりますのでご覧下さい。
「ロータリー日本１００年史」はクラブに頂いております分を回覧します。ご購入ご希
望の会員は加古川 RC 事務局までお知らせください。
例会場当番に関するお願い
例会場当番になっている日には可能な限り受付のお手伝いをお願い致します。
(例会場当番については会員名簿 P５１～５２の行事予定表に記載されています。)
次週１０月２６日（火）の例会は２８日（木）３クラブ合同例会に変更になっておりま
す。また、ご案内しております通り、会員の皆様はＺｏｏｍアプリを使用したオンライ
ン例会となります。
【Zoom ミーティング ID；480 293 7043、 パスコード； rotary】
Ｚｏｏｍアプリでの参加が難しい会員のために、別室にて、スクリーンで例会をご覧
いただけるようご用意しております。
場所は加古川商工会議所会館４階 特別会議室です。

３）

４）

５）

ニコニコ
省
省
省
省
省

略 ☺ 竹田会員、鈴木会員、本日の自己紹介よろしくお願いいたしま
す。
略 ☺ コロナウイルス新規感染者数が減少しています。このままの状
態が継続することを願っております。
略 ☺ 本日、自己紹介いただく竹田会員、鈴木会員、宜しくお願いし
ます。
略 ☺ 竹田さん、鈴木さん、自己紹介拝聴させていただきます。
略 ☺ 鈴木会員、竹田会員、自己紹介楽しみです。

省
省
省
省
省

略
略
略
略
略

☺
☺
☺
☺
☺

竹田会員、鈴木会員、楽しみにしています。
竹田会員､鈴木会員、本日の自己紹介よろしくお願いします。
竹田さん、鈴木さん、自己紹介楽しみにしています。
鈴木会員、竹田会員、がんばってください。
テーブルの花いただきます。
以上１０件 \15,000本年度累計\447,000-
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１０月２６日(火)
例会変更
（日時・場所変更）
３クラブ合同例会
１０月２８日（木）
於；加古川プラザ
ホテル２階

１１月２日(火)

１１月９日(火)

新会員自己紹介
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卓越したローターアクト・プロジェクト賞
2020-21 年度受賞プロジェクトの紹介
2020‐21 年度「卓越したローターアクト・プロジェクト賞」の受賞者が４月に発表され、6 月の
バーチャルローターアクト大会前会議において表彰されました。63 カ国の地区、ローターア
クトクラブから応募された 675 のプロジェクトは、RI スタッフやローターアクト委員会によって、
「持続可能性」や「地域社会調査と 6 つの重点分野におけるインパクト」などの基準の下に審
査され、2 つの国際賞と 6 つの地域賞が選ばれました。
本賞は 25 年以上にわたり、ローターアクトクラブによる活動の成果をグローバルコミュニティ
に示し、持続可能で革新的なプロジェクトの実施に向けクラブの意欲を促進する機会となっ
てきました。推薦フォームはグローバル補助金の申請フォームをモデルとしているため、ロー
ターアクトクラブにとって、今後グローバル補助金に参加するための良い練習となります。ロ
ーターアクトについて詳しくはこちらをご覧ください。

国際賞
一つのクラブによる活動：スリランカの Moratuwa 大学にあるローターアクトクラブ（Rotaract
Club of University of Moratuwa）が最優秀賞を受賞しました。メンバーはスリランカ最大の教
育用オーディオブック図書館の立ち上げと維持、それに視覚障害のある生徒向けに音声の
使用をベースとした職業訓練を実施しました。
複数クラブによる活動：東南アジアのローターアクトクラブが最優秀賞を受賞しました。これら
のクラブによるメンタルヘルスのイニシアチブ「You Are Not Alone」は、地元での広報活動や、
自殺、ネットいじめ、トラウマ、うつに関するバーチャル形式の啓発ワークショップが含まれ、
インパクトがもたらされた人は 50,000 人以上に上ります。

南アジアのローターアクターが行ったメンタルヘルスイニシアチブでのデジタルポスター
写真提供：You Are Not Alone (YANA) Southeast Asia Mental Health Initiative

地域賞
アフリカ：ウガンダの Kololo ローターアクトクラブは、女性のエンパワメントを目的に、5 つの
地域社会にミシンを寄贈し、資金管理研修を行いました。また、使用可能な資源を集め、蓄
えるための投資システムを築きました。
アジア太平洋：フィリピンの Zamboanga City West ローターアクトクラブは、女性農業者協会
に水耕栽培の技術を紹介し、受益者が食料保障と所得を確保できるよう支援しました。
カナダ、カリブ地域、北米：バージン諸島の Tortola ロー
ターアクトクラブは、太陽エネルギーを使って電子機器
の充電ができる人口樹木を地元の公園に植え、代替エ
ネルギーの有用性を広く知ってもらえるよう働きかけまし
た。
中央アジア、欧州、中東：チュニジアの Tunis-Ennasr ロ
ーターアクトクラブは、9 クラブによる活動を先導し、化
学療法中の子どもが使用できるかつらを提供するた
め、毛髪の寄付を集める活動を行いました。また、が 水耕栽培の技術を学ぶ女性農業者と
Zamboanga City West ローターアク
んの心理的な影響と、毛髪に関する誤った文化的通 トクラブ会員
念に対する認識を深める活動を行いました。
写 真 提 供 ： Rotaract Club of
中南米：ブラジルの Itabuna Universitários ローターア Zamboanga City West, Philippines
クトクラブは、飲料水や基本的な衛生設備が利用でき
ない近隣エリアにセラミックフィルターを配布し、水処理の方法について啓発活動を行いまし
た。また、この活動では地元の公衆衛生当局と協力しました。
南アジア：バングラディシュの Islamabad ローターアクトクラブは、「Project Beacon」において
ロータリーが支援する学校を改装し、コロナ禍で困難に直面している生徒たちに個別指導
やガイダンスを行い、教材を提供しました。
この記事は「Rotary」誌 2021 年 9 月号に掲載されました。

