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●八代RAC

●人吉RAC

●熊本北RAC

●熊本南RAC

●熊本火の国RAC

●熊本城東RAC

●熊本東南RAC

●熊本グリーンRAC

●玉名RAC

熊本 グループ
活動報告
＆

オススメスポット紹介

オススメスポット
今回、各クラブより地域自慢の冒険スポットを

紹介しています。

いざ、冒険の旅へ出かけよう！

　日田中央RACの活動は、地域との交流として8/23に開催されたリ

バーフェスタ、11/13～15に開催された千年明かりに参加しまし

た。他地区・他クラブとの交流としては、自治区内にとどまらず久

留米RACからもメイキャップに来ていただき、テーブルマナー例会

や、ボーリング例会をしました。今後も地域・他クラブとの交流に

「一歩」踏み出して活動していきます。

日田中央 RAC

オススメスポット
日田のおすすめのスポットは、アクトのOBが経営する天領日田洋酒博

物館（kt
,
s Museum Bar）です。

　別府北RACは夏休みに光の園児童施設で多文化理解教室を4回開

催しました。

　別府にはAPUがあるため多文化な町であり、RACメンバーも国際

色豊かであることから毎回違う国の学生が担当し、英語だけでは

なくその国の文化や言語を学ぶ機会をロータリーの先生方と協力

し行いました。継続して行う予定です。

　11月には2720地区の年次大会のホストをしました。大変な時も

多かったですが、メンバーが『団結』して準備を行いました。

別府北 RAC

オススメスポット
夢たまて箱という温泉です！

別府の温泉では高い500円ですが、箱蒸しや露

天風呂、ひのき風呂が楽しめます！

・アクトの森清掃活動のメインプログラム（写真）

　環境教育の一環として使わなくなったＴシャツをアップサイク

ルしてエコバックへ変身させるプログラムを実施しました。完成

した作品のコンテストを実施することにより皆の制作する姿は

「夢中」そのものでした。

・紙漉きして年賀状を作る例会

　IMで挙がった人吉RACの提案を元に紙漉きによる葉書とオリジ

ナルスタンプを「夢中」になって製作し、真心を込めて各クラブへ

お届けしました。

八代 RAC

オススメスポット
さかもと八竜天文台

標高約500mの八竜山山頂にあり、晴れの日には

天草の島々やその向こうに長崎の雲仙を見渡

すことができます。

●津久見RAC

●大分RAC

●別府RAC

●別府北RAC

●日田中央RAC

大分 グループ
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オススメスポット
今回、各クラブより地域自慢の冒険スポットを

紹介しています。

いざ、冒険の旅へ出かけよう！

　9月第二例会で行った「源泉徴収例会」です。誰でも一度は耳にし

たことある「源泉徴収」。

　しかし、本質まで知っている方は少ないのが現状。その源泉徴収

を小野会長の指導のもと勉強を致しました。

大分 RAC

オススメスポット
大分マリーンパレス水族館「うみたまご」

別府市と大分市の丁度中間の国道10号線沿い

にある観光客に大人気の水族館。ちょっと笑え

るセイウチのショーや大迫力のイルカショー

が大人気。

　津久見RACは拓殖大学留学生交流会と、ふるさと振興祭への出店

を行いました。

　留学生交流会は、毎年「津久見扇子踊り」の前日に拓殖大学の留

学生をお招きして行っております。今年は中国・韓国・タイ・エクア

ドルの4名が来てくれました。

　ふるさと振興祭では、フランクフルトとバザーの出店を行いま

した。このような活動を通して、津久見ローターアクトクラブを多

くの人に知ってもらうことが出来たと思います。

津久見 RAC

オススメスポット
隠れ絶景スポット、津久見の工場群の夜景！

周辺をドライブするもよし、つくみん公園から

眺めるもまたよし！

　９月第二例会でスリランカの先生や学生さんをお招きして料理

例会を行いました。

　スリランカ風カレーをみんなで協力しながら１から手作り！

ルーも様々なスパイスや調味料を混ぜて長時間具材と一緒に煮込

み、日本のカレーとは全く違う感じのスリランカカレーが出来上

がりました。カレーの辛さよりココナッツミルクの 甘さが強くと

ても美味しかったです！スリランカの方々と色んなお話もでき、

とても勉強になりました。

別府 RAC

オススメスポット
向井病院（大分県別府市大字南立石241-15）

よく例会場所として使用させて頂いています。病院内には綺麗な会議

室や体育館、調理室などもありなんでもできます！
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　平成28年2月27日・28日、人吉市の清流山水花 あゆの里にて、人

吉ロータリークラブ提唱のもと「人吉ＲＡＣ創立40周年記念式典」

を開催いたしました。

　当日は野田三郎ガバナーをはじめ、寿崎肇地区パストガバナー、

赤山武興地区パストガバナーなど多くのロータリアンと、アク

ターにおいては、北は横浜、南は鹿児島からご参加頂きました。二

日間という前代未聞の式典でしたが、沢山の方にご参加頂き誠に

ありがとうございました。

人吉 RAC

オススメスポット
「ゆり整骨院」

人吉市宝来町にある整骨院です。１お客様一人一人丁寧に時間をかけ

て施術いたします。

「熊本北RAC35周年記念例会」

　平成27年10月25日（日）に熊本北RAC35周年記念例会を開催しま

した。記念例会テーマを「過去・現在・未来」とし、今まで活動されて

来られた諸先輩方から卓話を頂き、過去の活動を教えて頂きまし

た。現役アクターにとって、とても刺激を受ける例会となりまし

た。今回の記念例会を機に更に熊本北ロータリーファミリーの絆

を深め、今まで以上に社会奉仕活動、国際奉仕活動に取り組んでい

きたいと思います。

　

熊本北 RAC

オススメスポット
「お食事処　鶴重」

全てのメニューが定食に変更可！ご飯のおか

わり可。風情があり、心温まる雰囲気で落ち着

ける憩いの空間。

　8月第二例会で末永会員が受けたプレゼンについてのセミナー

で学んだことを自己紹介を通じてレクチャーしてくれました。

　一分間の自己紹介を動画で撮影し、皆で見返しながら数々のス

キルや修正点について指摘を行いました。その後会員各々のオス

スメ情報についてのプレゼンはわずかなレクチャーでかなりレベ

ルアップしたものとなりました。

　自分の姿を客観視することは少し恥ずかしい気もしますが、と

てもいい機会となりました。

熊本南 RAC

オススメスポット

　…ただ今、調査中。

　熊本グリーンRACと例会を行いました。「アンゲーム」という話題

の書かれたカードを一人ずつめくっていき、その話題について一

分程度で話したり、誰かに質問したりするという内容を行いまし

た。話し手または質問された人以外は無言でなければならず、集中

して話を聞く姿勢や、聞く動作といった普段コミュニケーション

を行う上であまり意識していない部分を意識しながら、コミュニ

ケーションを深めることが出来ました。

熊本火の国 RAC

オススメスポット

　…ただ今、調査中。

　熊本城東RACは現在、女性会員四名と新人男性会員一名の計五名

で、会員が少ないながらも精一杯活動しています。今期は他クラブ

との交流に力を入れており、熊本城にて加藤清正公について学ぶ

合同例会や、下関RACとの合同例会を実施しました。例会外の活動

では、養護施設でのボランティアをしており、年末は子ども達と餅

つきをしました。来期へ向けて、会員増強も目指して行こうと考え

ています。よろしくお願いします。

熊本城東 RAC

オススメスポット
例会場所である熊本城稲荷神社です♪水みく

じや恋愛成就ポスト、知恵の輪くぐりなど見所

がたくさんです！

　10月第2例会では、ロータリークラブの方々との親善BBQを開催

しました。東南RCだけではなく、計3つのRCからMUを頂き、親睦を深

めることが出来ました。

　学ぶことと同様、お互いの良好な関係にも重きを置き、今後も前

進して行こうと思います。

熊本東南 RAC

オススメスポット
熊本での合同例会で利用させてもらった熊本

城、熊本城の案内人の足腰が強すぎたことが印

象的です。

・利き紅茶例会

　アッサム、ダージリン、アールグレイ…普段みなさんが親しんで

いる紅茶には、ご存知の通りたくさんの種類があります。これらの

味の違い、分かりますか？実際に一番おいしい紅茶の淹れ方で、

様々な種類の紅茶を味わってみました。香りや風味はそれぞれに

特徴があって、飲み比べてみると違いは歴然。気分で紅茶をチョイ

スして、リラックスする時間をもつのもいいですね。

熊本グリーン RAC

オススメスポット
「居酒屋　もっとも」さん。

料理はもちろん雰囲気も素敵で、楽しいひとと

きを過ごすのにぴったりの場所です。

10月第2例会：「チャリティCafé」（担当：社会奉仕委員会）

　10月25日に、九州看護福祉大学の学園祭「優愛祭」にて、『チャリ

ティCafé』を出店しました。コーヒー、紅茶、クッキーをそれぞれ50

円で販売し、利益は玉名市社会福祉協議会へ寄付しました。地域の

福祉活動に役立てていただきます。当日は、ステージイベントにも

参加し、優愛祭にご来場された多くの方々と触れ合い楽しい1日を

過ごすことができました。今後も地域のイベントに参加し、人や地

域との関係を密に活動していきたいです。

玉名 RAC

オススメスポット
新玉名駅広場。春には、玉名ロータリークラブ

50周年記念で植樹した33本の桜と菜の花が新

玉名駅前を彩ります。



3 4

活動報告 &オススメスポット紹介 活動報告 &オススメスポット紹介

　平成28年2月27日・28日、人吉市の清流山水花 あゆの里にて、人

吉ロータリークラブ提唱のもと「人吉ＲＡＣ創立40周年記念式典」

を開催いたしました。

　当日は野田三郎ガバナーをはじめ、寿崎肇地区パストガバナー、

赤山武興地区パストガバナーなど多くのロータリアンと、アク

ターにおいては、北は横浜、南は鹿児島からご参加頂きました。二

日間という前代未聞の式典でしたが、沢山の方にご参加頂き誠に

ありがとうございました。

人吉 RAC

オススメスポット
「ゆり整骨院」

人吉市宝来町にある整骨院です。１お客様一人一人丁寧に時間をかけ

て施術いたします。

「熊本北RAC35周年記念例会」

　平成27年10月25日（日）に熊本北RAC35周年記念例会を開催しま

した。記念例会テーマを「過去・現在・未来」とし、今まで活動されて

来られた諸先輩方から卓話を頂き、過去の活動を教えて頂きまし

た。現役アクターにとって、とても刺激を受ける例会となりまし

た。今回の記念例会を機に更に熊本北ロータリーファミリーの絆

を深め、今まで以上に社会奉仕活動、国際奉仕活動に取り組んでい

きたいと思います。

　

熊本北 RAC

オススメスポット
「お食事処　鶴重」

全てのメニューが定食に変更可！ご飯のおか

わり可。風情があり、心温まる雰囲気で落ち着

ける憩いの空間。

　8月第二例会で末永会員が受けたプレゼンについてのセミナー

で学んだことを自己紹介を通じてレクチャーしてくれました。

　一分間の自己紹介を動画で撮影し、皆で見返しながら数々のス

キルや修正点について指摘を行いました。その後会員各々のオス

スメ情報についてのプレゼンはわずかなレクチャーでかなりレベ

ルアップしたものとなりました。

　自分の姿を客観視することは少し恥ずかしい気もしますが、と

てもいい機会となりました。

熊本南 RAC

オススメスポット

　…ただ今、調査中。

　熊本グリーンRACと例会を行いました。「アンゲーム」という話題

の書かれたカードを一人ずつめくっていき、その話題について一

分程度で話したり、誰かに質問したりするという内容を行いまし

た。話し手または質問された人以外は無言でなければならず、集中

して話を聞く姿勢や、聞く動作といった普段コミュニケーション

を行う上であまり意識していない部分を意識しながら、コミュニ

ケーションを深めることが出来ました。

熊本火の国 RAC

オススメスポット

　…ただ今、調査中。

　熊本城東RACは現在、女性会員四名と新人男性会員一名の計五名

で、会員が少ないながらも精一杯活動しています。今期は他クラブ

との交流に力を入れており、熊本城にて加藤清正公について学ぶ

合同例会や、下関RACとの合同例会を実施しました。例会外の活動

では、養護施設でのボランティアをしており、年末は子ども達と餅

つきをしました。来期へ向けて、会員増強も目指して行こうと考え

ています。よろしくお願いします。

熊本城東 RAC

オススメスポット
例会場所である熊本城稲荷神社です♪水みく
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がたくさんです！

　10月第2例会では、ロータリークラブの方々との親善BBQを開催
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　アッサム、ダージリン、アールグレイ…普段みなさんが親しんで
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味の違い、分かりますか？実際に一番おいしい紅茶の淹れ方で、

様々な種類の紅茶を味わってみました。香りや風味はそれぞれに
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オススメスポット
「居酒屋　もっとも」さん。
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10月第2例会：「チャリティCafé」（担当：社会奉仕委員会）

　10月25日に、九州看護福祉大学の学園祭「優愛祭」にて、『チャリ
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新玉名駅広場。春には、玉名ロータリークラブ

50周年記念で植樹した33本の桜と菜の花が新

玉名駅前を彩ります。
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まず後藤代表へ質問です。

全体的にどんな一年でしたか？
　一言で言うと「天災の多い一年だったなぁ」と…地震、大雨、大

雪、噴火…（汗）（編集注釈；被災した皆様には心よりお見舞い申し

上げます）

　ローターアクトの全体的な印象としては、新しい人がわりとで

てきたイメージがあります。このクラブと行ったらこの人！と

いったイメージがだいぶ新しくなった1年だったんじゃないか

な。ホストクラブも新しい人が中心となってやってくれたと思い

ます。そういう意味では一つのテーマであった「世代交代」が進ん

だなって強く実感できたし、逆にベテランの人たちは上手くその

フォローに回ってくれたなって気がします。

　あとはロータリーとのつながりが強くなった1年だったかな。

普段呼ばれないセミナーに呼ばれたり・・・全ての行事において青

少年奉仕部門のいろんなロータリーの方が来て下さるようにな

り、本当の意味で「青少年奉仕の中心にローターアクトが来た」一

年だったと思います。これまでのロータリーとの絆を強めようっ

て動きが身になってきたんだろうなって実感してます。

今期活動する上で大切にしてきた事は？
　大切にしてきた事は5ヵ年計画にもあるとおり、ロータリーと

の絆強化計画で青少年奉仕と僕たちの繋がりを強めるために、イ

ンターアクトの年次大会に全登録したり、セミナーに参加した

り、提唱外のクラブで卓話をしたりを通して、まずはローターア

クト自体を知ってもらう事を心掛けましたね。あと、5ヵ年計画っ

て最初にも言ったけど、この継続性を改めて持たせようと行動し

たかな。5年かけて「こんな地区にしよう」って作戦持って地区を

運営したいってのがあって、できればどんな形であれ継続して

いってほしい。ここは余談だけれども、一年の中で代表立候補が

増えたのはとれもうれしかったですね…自分の成果も半分ぐら

いはあるんじゃなかろうか（笑）と思ってます。

　対アクターに対しては新人の子も活躍できるようになればと、

新人研修会を復活させて新人のみんなが楽しもう！て意識でき

るようまずは学ぶ姿勢を持たせたり…新人研修会に限らず、新人

のみんなには積極的に話かけるようにし例会にしか来ないアク

ターとも話す機会を設け、初めて地区行事に参加するアクターが

孤立してしまわないよう意識し、活動してきました。

代表務めた感想は？
　もう1年経ったんだ～って感じでした。毎日が早くてあっと言う

間だったな～って。代表の活動の中で、きつかった事、イライラし

た事も、もちろんあって、代表としてすべき自分の思い描いていた

事がこんなにも難しいのかって…自分一人でできる事ってこんな

に少ないんだなって実感しました。でも、楽しい思い出もたくさん

あって、今まで行った事ない所にも行けたし、話した事無い人とも

たくさん話せてほんとロータリーの国際団体としての繋がりの強

さを改めて認識しました。代表って言うだけで皆が話を聞いてく

れるのですごい話がしやすかった。人見知りなんで(笑)

　あとはそうだなー、みんながいるおかげで代表やってけるなっ

て感謝の気持ちが強かったです。地区役員や各クラブの皆にもす

ごい助けられて、自分がしたいって事に対して意見をくれたり、

「とりあえずやってみよう」という性格の自分についてきてくれ

て心から嬉しかった。心がけてた事もあって、代表っていう立場

はかっこよく尊敬される立場であると同時に身近な存在であり

たいって思うから、なるべくむちゃぶりに応えたりとかするし

（笑）フレンドリーじゃないとみんな話してくれないなって思っ

たり、けど尊敬されてないとみんなついてきてくれないなって思

うし、この両方を両立させようって心がけてましたね。

次に吉野エレクトへ質問です。

来期のターゲットに込めた思いは？
　何年か役員をやっていく中で感じた事が、1年はあまりにも短

く、中々単年で実行出来る事って少ないなと。そこで数年を通し

て一年では出来ない事を2年、3年と続けていけば結果がでるん

じゃないかなぁて事で「継承」ってキーワードを持ってきたんで

す。また、ローターアクトも会員減少傾向にあり、今がローターア

クトの見直しのターニングポイントというか…何かしらのアク

ションを起こす意味を込めてってところで「警鐘」という韻を踏

んで(笑)100年も200年も発展的に続くような組織にしていきた

いなって思ってます。

ターゲットを持って具体的に取り組んでいきたい事は？
　後藤代表を継承して「ロータリーとの繋がり」は非常に大事だ

と思います。去年の活動で突破口を開いていると思っているの

で、そこでもう一歩踏み込んでいきたいですね。具体的に言うと、

災害の多い今期を踏まえ、BCP（事業継続計画）もしっかり整備し

ないといけないなと考えています。あと国際奉仕プロジェクトも

活動内容的に弱いので、繋がりを意識したアクションを起こした

いですね。

　最後に、会議や議論の場を見てきて、個々の会員のやる気は非

常に高まってきているなぁとは感じてるんですけど経験や知識

の差っていうのは否めないなと思うので、フォローし合える様に

工夫したいですね。それをきっかけに、より議論が活発化し、アク

トの活動が充実すれば良いなと思います。

来期、2720地区を運営していく中で大切にしていきたい事は？
　地区としてですか…そうですねぇ、うーん…やっぱり地区の活

動を通して参加した皆の身になるというか最終的に何かしら得

るものがあったなって実感できる年度にしていきたいですね。

ローターアクト代表を含め、地区役員、皆との距離感や温度差を

大事にしていきたいっていうのはあります。代表だけ突っ走って

も意味はないですし、くすぶりやもどかしい思いをしている会員

後藤代表プロフィール

後藤　正太 ゴトウ ショウタ

1988年2月生まれ　会計事務所勤務

そうび：メガネ あだな：ジョリー

2015-2016年度 地区ローターアクト代表

吉野代表エレクトプロフィール

ヨシノ コウタロウ 吉野　孝太郎
1988年6月生まれ　不動産会社勤務（自営業）

そうび：家 あだな:おじいちゃん

2015-2016年度 地区ローターアクト代表エレクト

後藤代表・吉野エレクトに
聞いてみた

もいると思うので、そんな会員に対しての距離感と温度差を察知

して、親しみを感じてもらえるような接し方をしたいですね。け

れども、代表や役員は、地区会員の尊敬の対象であるべきだとも

個人的に思っているので、「なれあい」にならぬ様に、気を付けて

地区をしっかりと運営していきたいです。

最後にお二人にお伺いします。

二人にとってローターアクトとは？
（吉野）

　人のつながりが築け、大切な仲間が出来る場であると同時に、苦手

意識の克服を含め、自己成長の場だと思います。人間力をつけるとい

うか(笑)普段の仕事しているだけだったり、自分のテリトリーのプ

ライベートを過ごすだけでは、身に付かない事もローターアクトで

は「経験」出来るし、活動を通じて失敗を恐れずチャレンジ精神や実

行力を養えるので僕にとっては成長できる場として最適だと思いま

す！(ドヤ顔)

（後藤） 

　僕にとってのローターアクトは、東京から大分に来て「友達を作

りたい」って思いからスタートしているので一番は「つながり」を作

れる場っていう認識はすごくあります。

　社会人の友達もできるし、世代の違う学生やロータリーの友達も

できるし、そこからライラや米山、海外のローターアクトやロータ

リーの人たちなどいろんなつながりが出来る。そこから、人生にお

いて、いろんなチャンスとチャレンジが生まれる場なのかなと。

チャレンジてキーワードは吉野君と同じ意見ですね(笑)アクトの

活動には様々な要素が必要で、人それぞれの特性というか個性に

よって成り立っているんですね。

　「この件はこの人の方が適任だよね」と言ったように、「会議進行

が得意な人」「盛り上げるのが得意な人」「資料作りが得意な人」とか

それぞれが自分の長所も伸ばせるし、得意なところがある人と触れ

合う事によって自分の苦手な部分も克服出来るって意味では成長

の場ですね。あ、これも吉野君と同じか(笑)いろんな人が主役にな

れる場なんじゃないかって。「自分に自信を持てるようになる場」か

な。ってイメージです。自信持って一生懸命やるといいよ！ってオ

ススメ出来るな。うん。そう思えるようになったのはやっぱり代表

をやったからだとは思います。思い返すと役員とか代表とか一生懸

命やったからかなぁ…なーんて(笑)

今後ローターアクトに求める人物像とは？

どんな人にオススメか？
（後藤）

　広く門戸は開かれているので、参加したい意欲のある方にはJoin 

US！な組織ですけど、「自分を変えたい！」と思う人に加わってほし

いですね。ローターアクトは、参加した誰もが何かしらの楽しみを

感じたり、役割を担える場であると思っていて、「夢中になれる事が

ほしい」とか「自分に自信をつけたい」って貪欲な人に適しているん

じゃないかな？って。逆に「夢中になっている事がある」とか「これ

が得意」ってものがある人も、良い影響を与えられるっていう意味

では欲しい人材ですね。(笑)性格的なことを言えば、「素直」な人が

良いかな～(一同笑)個性はもちろん尊重されるべきだけど、人との

繋がりを大事にする事を前提とした時に、ある種の寛容というか

「そうだね」って言える人、受け入れる力を持つ人ってすごく魅力的

だと思いますね。

（吉野）

　スイッチが入ってない人っているじゃないですか。一生懸命やっ

てないわけじゃないけど、出し切れてない人って。くすぶってる

人？そういう人に加わってチャレンジしてみてほしいですね。活動

を通して、やりきる事を一緒に体験したいとも思います。

（後藤）

　芸術的感性を持つ人や、そのスキルを持った人にも参加してもら

いたいですね。システムに強い人も。事務的な作業が得意な人たち

や、イベント運営が好きな人は充分すぎる程集まっているので

(笑)。ロゴを作ったりなんかも外注してるものを、内製できたら

なぁとは思いますよ。実務的なできる事増えるからってのもありま

すけど、メンバーの特性に厚みが増すし、華やかですよね。組織とし

て。アーティスティック、システマティック、インターナショナルな

人がいたらいいかな？(笑)仕事とアクトの活動のバランスもある

けど、20代で事業主・経営者なんかの人とも関わりたいですね。もし

くは、ロータリー会員の経営者の皆様の後継者の方とか。

（吉野）

　モノを伝えるのに、アーティスティックな側面から感情に訴えら

れる手法がほしいなと。言葉や行動で伝えることしかできない僕た

ちが一生懸命やって70～80％伝えられたとして残りを感情的に揺

さぶるものをで補えるんじゃないかなって。

　あとは「バカ」な人(笑)皆を巻き込める力を持ったムードメイ

カー的な。真面目・熱心な人もとても重要だけど、「元気」っていう意

味のバカが欲しいですね。

今期の2720地区ローターアクト会員で尊敬する人はいます

か？（2015-2016年度ローターアクト在籍者に限る）
（後藤）

　日田の〇〇さんですね。あと人吉の〇〇くん。八代の〇〇くん。い

い意味で筋が通ってる人は尊敬するのでこの3人の行動はそれぞれ

にテーマがあるというか…。あとはやっぱローターアクトをどんな

状況でさえ、続けてるって人は尊敬します。続けてきたものを途絶

えさせちゃいけないっていう責任感はすごいですね。日田の〇〇さ

んは、「巻き込み力」とか「空気作る力」とか。。。あれは天性のものが

あると思います。あれは本当に考えられたものがあるだろうし、メ

リハリの付け方が上手ですね

（吉野）

　日田の〇〇さん、後藤代表、別府北の〇〇さん。あとは後藤代表の

意見同様ローターアクトを続けてる人ってすごいと思うってか、各

部門でいろんな尊敬の面があるよね。後藤代表はいい意味で人たら

し（笑）でも何がすごいかって人との距離の詰め方。馴れ馴れしいけ

どね。でも実務的な能力は細かいとこまで目が行き届くからすごい

と思うし尊敬する代表です。あとは代表としての準備期間が少な

かったにも関わらず、代表としてやり遂げた熊本北の〇〇くんとか、

どんな状況であれやり遂げる人ってほんとすごいなって思います。

　お二人とも、ありがとうございました。

第31回地区ローターアクト年次大会
（2015年11月21日～22日）

アクトの森清掃活動
（2016年4月3日）

熊本地震募金活動  別府駅前にて
（2016年5月22日）

ローターアクト
年  間  活  動
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たくさん話せてほんとロータリーの国際団体としての繋がりの強

さを改めて認識しました。代表って言うだけで皆が話を聞いてく

れるのですごい話がしやすかった。人見知りなんで(笑)

　あとはそうだなー、みんながいるおかげで代表やってけるなっ

て感謝の気持ちが強かったです。地区役員や各クラブの皆にもす

ごい助けられて、自分がしたいって事に対して意見をくれたり、

「とりあえずやってみよう」という性格の自分についてきてくれ

て心から嬉しかった。心がけてた事もあって、代表っていう立場

はかっこよく尊敬される立場であると同時に身近な存在であり

たいって思うから、なるべくむちゃぶりに応えたりとかするし

（笑）フレンドリーじゃないとみんな話してくれないなって思っ

たり、けど尊敬されてないとみんなついてきてくれないなって思

うし、この両方を両立させようって心がけてましたね。

次に吉野エレクトへ質問です。

来期のターゲットに込めた思いは？
　何年か役員をやっていく中で感じた事が、1年はあまりにも短

く、中々単年で実行出来る事って少ないなと。そこで数年を通し

て一年では出来ない事を2年、3年と続けていけば結果がでるん

じゃないかなぁて事で「継承」ってキーワードを持ってきたんで

す。また、ローターアクトも会員減少傾向にあり、今がローターア

クトの見直しのターニングポイントというか…何かしらのアク

ションを起こす意味を込めてってところで「警鐘」という韻を踏

んで(笑)100年も200年も発展的に続くような組織にしていきた

いなって思ってます。

ターゲットを持って具体的に取り組んでいきたい事は？
　後藤代表を継承して「ロータリーとの繋がり」は非常に大事だ

と思います。去年の活動で突破口を開いていると思っているの

で、そこでもう一歩踏み込んでいきたいですね。具体的に言うと、

災害の多い今期を踏まえ、BCP（事業継続計画）もしっかり整備し

ないといけないなと考えています。あと国際奉仕プロジェクトも

活動内容的に弱いので、繋がりを意識したアクションを起こした

いですね。

　最後に、会議や議論の場を見てきて、個々の会員のやる気は非

常に高まってきているなぁとは感じてるんですけど経験や知識

の差っていうのは否めないなと思うので、フォローし合える様に

工夫したいですね。それをきっかけに、より議論が活発化し、アク

トの活動が充実すれば良いなと思います。

来期、2720地区を運営していく中で大切にしていきたい事は？
　地区としてですか…そうですねぇ、うーん…やっぱり地区の活

動を通して参加した皆の身になるというか最終的に何かしら得

るものがあったなって実感できる年度にしていきたいですね。

ローターアクト代表を含め、地区役員、皆との距離感や温度差を

大事にしていきたいっていうのはあります。代表だけ突っ走って

も意味はないですし、くすぶりやもどかしい思いをしている会員

後藤代表プロフィール

後藤　正太 ゴトウ ショウタ

1988年2月生まれ　会計事務所勤務

そうび：メガネ あだな：ジョリー

2015-2016年度 地区ローターアクト代表

吉野代表エレクトプロフィール

ヨシノ コウタロウ 吉野　孝太郎
1988年6月生まれ　不動産会社勤務（自営業）

そうび：家 あだな:おじいちゃん

2015-2016年度 地区ローターアクト代表エレクト

後藤代表・吉野エレクトに
聞いてみた

もいると思うので、そんな会員に対しての距離感と温度差を察知

して、親しみを感じてもらえるような接し方をしたいですね。け

れども、代表や役員は、地区会員の尊敬の対象であるべきだとも

個人的に思っているので、「なれあい」にならぬ様に、気を付けて

地区をしっかりと運営していきたいです。

最後にお二人にお伺いします。

二人にとってローターアクトとは？
（吉野）

　人のつながりが築け、大切な仲間が出来る場であると同時に、苦手

意識の克服を含め、自己成長の場だと思います。人間力をつけるとい

うか(笑)普段の仕事しているだけだったり、自分のテリトリーのプ

ライベートを過ごすだけでは、身に付かない事もローターアクトで

は「経験」出来るし、活動を通じて失敗を恐れずチャレンジ精神や実

行力を養えるので僕にとっては成長できる場として最適だと思いま

す！(ドヤ顔)

（後藤） 

　僕にとってのローターアクトは、東京から大分に来て「友達を作

りたい」って思いからスタートしているので一番は「つながり」を作

れる場っていう認識はすごくあります。

　社会人の友達もできるし、世代の違う学生やロータリーの友達も

できるし、そこからライラや米山、海外のローターアクトやロータ

リーの人たちなどいろんなつながりが出来る。そこから、人生にお

いて、いろんなチャンスとチャレンジが生まれる場なのかなと。

チャレンジてキーワードは吉野君と同じ意見ですね(笑)アクトの

活動には様々な要素が必要で、人それぞれの特性というか個性に

よって成り立っているんですね。

　「この件はこの人の方が適任だよね」と言ったように、「会議進行

が得意な人」「盛り上げるのが得意な人」「資料作りが得意な人」とか

それぞれが自分の長所も伸ばせるし、得意なところがある人と触れ

合う事によって自分の苦手な部分も克服出来るって意味では成長

の場ですね。あ、これも吉野君と同じか(笑)いろんな人が主役にな

れる場なんじゃないかって。「自分に自信を持てるようになる場」か

な。ってイメージです。自信持って一生懸命やるといいよ！ってオ

ススメ出来るな。うん。そう思えるようになったのはやっぱり代表

をやったからだとは思います。思い返すと役員とか代表とか一生懸

命やったからかなぁ…なーんて(笑)

今後ローターアクトに求める人物像とは？

どんな人にオススメか？
（後藤）

　広く門戸は開かれているので、参加したい意欲のある方にはJoin 

US！な組織ですけど、「自分を変えたい！」と思う人に加わってほし

いですね。ローターアクトは、参加した誰もが何かしらの楽しみを

感じたり、役割を担える場であると思っていて、「夢中になれる事が

ほしい」とか「自分に自信をつけたい」って貪欲な人に適しているん

じゃないかな？って。逆に「夢中になっている事がある」とか「これ

が得意」ってものがある人も、良い影響を与えられるっていう意味

では欲しい人材ですね。(笑)性格的なことを言えば、「素直」な人が

良いかな～(一同笑)個性はもちろん尊重されるべきだけど、人との

繋がりを大事にする事を前提とした時に、ある種の寛容というか

「そうだね」って言える人、受け入れる力を持つ人ってすごく魅力的

だと思いますね。

（吉野）

　スイッチが入ってない人っているじゃないですか。一生懸命やっ

てないわけじゃないけど、出し切れてない人って。くすぶってる

人？そういう人に加わってチャレンジしてみてほしいですね。活動

を通して、やりきる事を一緒に体験したいとも思います。

（後藤）

　芸術的感性を持つ人や、そのスキルを持った人にも参加してもら

いたいですね。システムに強い人も。事務的な作業が得意な人たち

や、イベント運営が好きな人は充分すぎる程集まっているので

(笑)。ロゴを作ったりなんかも外注してるものを、内製できたら

なぁとは思いますよ。実務的なできる事増えるからってのもありま

すけど、メンバーの特性に厚みが増すし、華やかですよね。組織とし

て。アーティスティック、システマティック、インターナショナルな

人がいたらいいかな？(笑)仕事とアクトの活動のバランスもある

けど、20代で事業主・経営者なんかの人とも関わりたいですね。もし

くは、ロータリー会員の経営者の皆様の後継者の方とか。

（吉野）

　モノを伝えるのに、アーティスティックな側面から感情に訴えら

れる手法がほしいなと。言葉や行動で伝えることしかできない僕た

ちが一生懸命やって70～80％伝えられたとして残りを感情的に揺

さぶるものをで補えるんじゃないかなって。

　あとは「バカ」な人(笑)皆を巻き込める力を持ったムードメイ

カー的な。真面目・熱心な人もとても重要だけど、「元気」っていう意

味のバカが欲しいですね。

今期の2720地区ローターアクト会員で尊敬する人はいます

か？（2015-2016年度ローターアクト在籍者に限る）
（後藤）

　日田の〇〇さんですね。あと人吉の〇〇くん。八代の〇〇くん。い

い意味で筋が通ってる人は尊敬するのでこの3人の行動はそれぞれ

にテーマがあるというか…。あとはやっぱローターアクトをどんな

状況でさえ、続けてるって人は尊敬します。続けてきたものを途絶

えさせちゃいけないっていう責任感はすごいですね。日田の〇〇さ

んは、「巻き込み力」とか「空気作る力」とか。。。あれは天性のものが

あると思います。あれは本当に考えられたものがあるだろうし、メ

リハリの付け方が上手ですね

（吉野）

　日田の〇〇さん、後藤代表、別府北の〇〇さん。あとは後藤代表の

意見同様ローターアクトを続けてる人ってすごいと思うってか、各

部門でいろんな尊敬の面があるよね。後藤代表はいい意味で人たら

し（笑）でも何がすごいかって人との距離の詰め方。馴れ馴れしいけ

どね。でも実務的な能力は細かいとこまで目が行き届くからすごい

と思うし尊敬する代表です。あとは代表としての準備期間が少な

かったにも関わらず、代表としてやり遂げた熊本北の〇〇くんとか、

どんな状況であれやり遂げる人ってほんとすごいなって思います。

　お二人とも、ありがとうございました。

第31回地区ローターアクト年次大会
（2015年11月21日～22日）

アクトの森清掃活動
（2016年4月3日）

熊本地震募金活動  別府駅前にて
（2016年5月22日）

ローターアクト
年  間  活  動
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そして 伝説が はじまった……！


