
◦ロータリーソング◦

ソングリーダー
瀧上　恵美子君

◦ゲ ス ト 紹 介◦

美しい伊豆創造センター　林田 充様

◦会　長　挨　拶◦

会長　望月　啓行君

今日は社会奉仕がテーマですので「ロータリー

の社会奉仕、その『メリット』『課題』とロー

タリー地域社会共同隊（ＲＣＣ）」という題名

で話をしたいと思います。前回の例会では国際

奉仕事業であるフィリピン事業・ポーランド事

業・タイ事業について三つの国とズームでつな

ぎ今取り組んでいる内容を報告しました。さて、

今日は社会奉仕事業、これも静岡ロータリーク

ラブでは水谷委員長が非常に頑張っていただい

て、第３グループで行った三保の松原の合同清

掃活動やポリオデーの募金活動等にも準備も含

め活躍をしていただいています。 「社会奉仕」
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のロータリーの定義としては「地域社会におけ

る積極的平和を目指すことにより、クラブの所

在地域または行政区域内に居住する人々の生活

の質を高める」取り組みを行うということです。

先週の国際奉仕に対し、エリア的には対局とも

なる居住地域の方々のために奉仕をしようとい

うのが、ロータリーの社会奉仕活動となってい

ます。当クラブとしては、清掃活動や静岡大学

特別支援学校の秋祭り支援等をやっています

が、ロータリーが地域で行う社会奉仕活動には

「メリット」と「課題」があると思っています。

その何が「メリット」で、何が「課題」かを見

ていきたいと思いますが、その前に一人のロー

タリアンの方の話をさせていただきたいと思い

ます。この方は名古屋名東ロータリークラブの

現役ロータリアンで、今もロータリー活動も一

生懸命やってる方です。この方は、ロータリー

は奉仕が目的の団体というようなことを聞き、

母子家庭の８６％は生活が苦しく、貧困の子供

たちは自分自身の力ではそこのサイクルから抜

け出せないという現実があるため、貧困層の子

どもの現状を改善したいと考え、藤野さんは子

供食堂をつなぎ後方支援をし、またそこにロー

タリーのネットワークを接続し、大勢のロータ

リー会員で子供食堂をサポートするようにした

い、と考えたということです。しかし、ロータ

リーの社会奉仕活動には「課題」あったのです。

さて最初は「メリット」を整理しておきましょ

う。それは「ロータリー会員の非常に強いネッ

トワーク」「職業も多種多様」「奉仕に対する予

算がある」「奉仕団体として１００年以上やっ

ており、プランニング・事業デザイン力がある」

そして「ロータリーのいろんなツールがある」

というところです。それに対して「課題」です

がまず「単年度制」ということ。地域の奉仕に

よる問題解決は単年で解決するものはあまりあ

りません。しかし、ロータリーは体制が毎年変

わるので「単年度性」により取組が最後までで

きない場合がある。またニーズの調査や吸い上

げも、専門性に欠けるところがあります。そし

て、何年も同じ地域課題に対して正面から取り

組んでいるＮＰＯの活動と比較すると、力の差

がでてくる。 また次世代の奉仕に興味のある

人達のサポート・育成を、もっとロータリーは

取り組むべきという役目もある。そしてロータ

リアン自身でも、この奉仕事業のテーマを深く

掘り下げたいと言っても、なかなか単年度制の

ために深く掘り下げられない。そのような背景

で、藤野さんは何年もかけてやりたいこの奉仕

への取組がなかなかうまく進まず悩みました。

ロータリーは奉仕の団体だし、たくさん会員が

いて、非常に価値があるはずなのに、と考えて

いたということでした。しかし、実はロータ

リーにはこの「課題」を解決する枠組みがあり

ます。それがロータリー地域社会共同隊（ＲＣ

Ｃ）です。これは１９８５年に国際大会で提唱

されました。内容は「奉仕プロジェクトを通じ

て世界を変えたいというロータリーのコミット

メントを分ちあうロータリアン以外の人たちか

ら成るグループ」少し分かりにくいですが、ロー

タリーと行政、ＮＰＯ、また奉仕のツールがな

い個人や団体で共同体を作って継続的に地域の

同一テーマの奉仕活動をしていこうというよう

なことです。 そうすると、ロータリーの単年

度制の問題や。ニーズ調査、また事業の成長も

レベルが変わってきます。現在、１２０カ国以

上にロータリーのクラブはありますが、２５７

地区１１，０００以上のＲＣＣがあります。こ

こでＲＣＣのビデオを見ていただきたいと思い

ます。藤野さんはこのような枠組みを活用して

単年度性の壁を破りたい、子供達にサポート体

制が確立するまで活動したい、そしてロータ



リーの大きなネットワークもぜひこの奉仕活動

に参加してもらいたいとして、２０１７年にＲ

ＣＣを名古屋名東ロータリークラブで結成しま

した。体制はこの図のような形で、学習支援団

体、ひとり親支援団体、生活支援団体、また社

協・ソーシャルワーカー・行政、そしてこども

食堂愛知県内１８０か所が参加するＲＣＣを、

孤軍奮闘苦労しながらつくりました。そこには

非協力的な人もいましたが、そういう人達もひ

とり一人飲みに誘って、説得したということで

す。そして今はＲＣＣの参加した人みんなが、

すべて協力し合い１７カ所の拠点を整備し食料

品を配布、また自動販売機での寄付の体制作り

や、基金も作りの活動に支援しようという方々

もでてきたということです。現在も一般社団法

人として。素晴らしい活動を続けています。こ

のような形でロータリーは、デメリットや課題

もありますが、より大きなインパクト、そして

よりたくさんの参加者と共に価値ある奉仕活動

をすることを目指しています。今日は、自らの

行動力で静岡で価値ある活動を展開されている

石光様の卓話です。是非私たちも、現場で頑張っ

ている方の話を聞いて奉仕活動について色々な

ヒントを学びたいと思っています。以上で会長

の挨拶とさせていただきます。ありがとうござ

いました。 

◦委  員  会  報  告◦

新会員親睦委員会　委員長　木村 絵美君

新会員のコミュニケーション

が円滑にいくように新会員親

睦委員会が紹介ページを作

成。

雑誌委員会　委員長　粉川 翔太朗君

ロータリーの友３月号の紹介

Ｐ７「ロータリーの森」活動

について、Ｐ１６「ローター

アクトって何？」等

ロータリーの社会奉仕
その「メリット」「課題」

ロータリー地域社会共同隊（RCC）

２０２３年３月６日

会長 望月 啓行

パートナー：サートンＲＣ
事業内容：出産前後母子のための機器提供と教育

パートナー：ワルシャワジョゼフフＲＣ
事業内容：ウクライナ病院に医療贈呈

前回は国際奉仕事業の報告

パートナー：カローカン北ＲＣ
事業内容：小学校の水環境改善事業

現在の静岡ロータリーの３つの国際奉仕事業現在の静岡ロータリーの３つの国際奉仕事業

フィリピン事業フィリピン事業

ポーランド事業ポーランド事業

タイ事業タイ事業

ロータリアンの紹介ロータリアンの紹介

名古屋名東ロータリークラブ
藤野直子様

しかしロータリーの
「課題」がありました！
しかしロータリーの
「課題」がありました！

貧困層の子供の現状を
改善したい

貧困の連鎖・負の連鎖
子供達は自分でその連鎖から抜

けさせない

母子家庭では86%が生活が苦しい母子家庭では86%が生活が苦しい

こども食堂をつなげ
ロータリーとして奉仕したい！

ロータリーの地域における社会奉仕事業のメリットロータリーの地域における社会奉仕事業のメリット

会員のネットワーク
行動力がある

奉仕団体としての

プランニング・事業デ
ザイン力がある

ロータリーのツール
がある

奉仕の予算がある
（クラブ予算・財団地

区補助金）

今回は五大奉仕の
「社会奉仕」について

社会奉仕は、地地域域社社会会における
積極的平和を目指すことにより、

クラブの所在地域または行政区域内に居住する
人々の生活の質を高めるために、
時には他と協力しながら、

会員が行うさまざまな取り組みから
成るものである

ロータリーの中で課題を決めて
長期にわたり取り組みたい人
「目標とする奉仕」を持っている

人のサポート

・より個人や小さな団体で、奉仕の
意識を持っている人達をどのように

サポートするか
・ロータリーのリソースをどう使って

もらうか

単年度制：社会的問題は「単年度」で解決できるか？
奉仕の現状・ニーズの調査：ロータリアンだけで現場の

本当のニーズがどこまで調査できるか？
ＮＰＯとの行動力の差：専門的に長年活動している団体と

奉仕のレベルはどうか？

次世代サポート等次世代サポート等 ロータリーの会員ロータリーの会員

ロータリーの地域における社会奉仕事業の「課題」ロータリーの地域における社会奉仕事業の「課題」

事業組立・運営事業組立・運営 ロータリーには
ロータリー地域社会共同隊 （ＲＣＣ）

という仕組みがあります

1985年の国際大会でＲＩ会長エレクトの
マット・カパラス氏の提案

静岡ロータリークラブの社会奉仕活動

静岡ロータリー・静岡ローターアクト・イン
ターアクトと共に特別支援学校の「秋祭り」

をサポート

三保の松原
清掃奉仕事業
三保の松原
清掃奉仕事業

・このエリアの「松」を守るためには落ち
た松葉を清掃することが必要
・グループ総出で清掃活動実施

静岡大学特別支援
学校秋祭り支援
静岡大学特別支援
学校秋祭り支援 しかしロータリーで行う

社会奉仕活動には
「メリット」と「課題」

があります

ロータリー・行政・ＮＰＯ・団体・個人が連携

ロータリー地域社会共同隊 （ＲＣＣ）はロータリー地域社会共同隊 （ＲＣＣ）は

現在１０５カ国２５７地区に１１０００以上のＲＣＣが存在

ロータリー地域社会共同隊（ＲＣＣ）は、奉仕プ
ロジェクトを通じて世界を変えたいというロータ
リーのコミットメントを分ちあうロータリアン以

外の人たちから成るグループです。

どう変わるか？「事業の成長」「ニーズ調査」「継続」等々

ロータリアンの紹介ロータリアンの紹介

名古屋名東ロータリークラブ
藤野直子様

２０１７年８月子供食堂・学習支援団体
の後方支援するため

名古屋名東RCがＲＣＣ結成

２０１７年８月子供食堂・学習支援団体
の後方支援するため

名古屋名東RCがＲＣＣ結成

ロータリーの単年度制の
壁を破りたい

こどもたちへのサポート
体制ができるまで活動したい

ロータリーの企業人のネット
ワークをつなげたい

ロータリー地域社会共同隊 （ＲＣＣ）はロータリー地域社会共同隊 （ＲＣＣ）は

愛知県内１７箇所の拠点整備
食料品配布（フードパントリー・個別

宅配弁当）

愛知子ども応援プロジェクト

生活支援・活動支援

・実家基金活動（スタートラ
インに立つための基金）

・寄付型自動販売機

現在も一般社団法人で素晴らし活動を続けている

ロータリーは
より「大きなインパクト」
「より大きな参加者

と共に本当に価値ある奉仕活動を
目指しています

本日は自らの行動力で
静岡で価値ある活動をされている
をされている石光様の卓話です

ぜひ、いろいろと
ロータリーの奉仕事業に対しての
ヒントも学んでいきたいと

思います



◦お  め  で  と  う◦

【結婚記念日】

●月●日　 大須賀紳晃さん・昌代さん

【誕生祝い】

●月●日　 小川潤さん

●月●日 　大石剛さん

◦ス　マ　イ　ル◦

林田　充さん（美しい伊豆創造センター）

●年ぶりに例会に参加させていただきました。

懐かしい方々にお会いできて感激です。あり

がとうございました。

神谷　真太郎君

本日の卓話に妻をお招きいただきありがとう

ございます。是非ご意見いただき勉強させて

いただきたく思います。

小川　潤君

●●回目の誕生日になりました。●●歳の父

より先に逝かないように頑張ります。

大石　剛君

誕生日のお祝いありがとうございます。●●

歳に成りました。久々の出席なのに大変申し

訳ありません。感謝！！感激です！！

都築　東一郎君

結婚記念日のお祝いのきれいなお花ありがと

うございました。このお花のお陰で結婚記念

日を忘れずにいられます。今後も宜しくお願

いします。

増田　現君

●月末に結婚記念日の素敵なお花と誕生祝い

を頂きありがとうございました。大変遅くな

りましたがダブルでスマイルさせて頂きます。

粉川　翔太朗君

結婚記念日のお花をありがとうございまし

た！！

〇満席スマイル

６番 福地さんテーブル、７番 伊藤さんテーブ

ル、８番 寺戸さんテーブル、１６番 疋野さん

テーブル、１９番 若松さんテーブル（計５テー

ブル）

◦出　席　報　告◦

例会日 全会員数
（出席計算人数）

出 席
会 員 数

欠 席
会員数

暫 定
出席率

3/6 109（108）
73 名

現地 72 名
Zoom 1名

36 名 67.59％

欠席した方は年度内にメイクアップしましょう！
なお、国際ロータリー理事会の決定事項に則り、それに
変更が無い場合は全会員出席扱いとします。

◦ゲ  ス  ト  卓  話◦

「どんな家庭にも平等なチャンスを～私たちの

役割と価値～」

一般社団法人　ままｏｎｅアカデミー代表理事

石 光（せき ひかり）様

神谷真太郎会員の奥様でらっ

しゃる石光さまより「ままｏ

ｎｅアカデミー」についての

説明がありました。シングル

マザーが働きやすい会社と社会を作る為に起

業。業界初、社会貢献につながるアウトソー

シング、「ままｏｎｅアカデミー」の目標・叶

えたいミライを語った。２０２５年までに金

銭的な理由で塾、習い事に行けない社会を無

くす、親子で学べる日本一のプラットフォー

ム、有料会員１万３千名を目指す。また平等

な教育環境、親子のマインドアップ、出会い

で人生が変わる体験を実現するために静岡で

地元企業と一緒にタッグを組める企業を探し

ており、ロータリークラブの力を借りて大き

な仕事をしていきたい、重要なのはスピード

と行動力であると語った。以上


