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月 間 テ ー マ（ 8月 ）
会員増強・拡大月間

会長挨拶
会長

西田 末彦

2018年8月30日
第1212回（本年度 第8回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「我ら中之島」
:
■山本博史ガバナー公式訪問日
●卓話
山本ガバナー
■ガバナーとの懇談会
11：30〜 淀川邸 鶴の間

次回 9/6 のお知らせ
♬SONG 「国歌
:
・奉仕の理想」
●卓話 新入会員自己紹介
村木 博行 会員
津﨑 慶一 会員

本日は開明中学・高校のインターアクトクラブの顧問をされておられ
ます三本杉先生・河本君、
そして村上会員のお知り合いの上山さんよ
うこそお越しくださいました。
ゆっくりご歓談ください。
さて昨日は社会・青少年奉仕委員会主催のにしなり・子供食堂に来ら
れているお子さんたちとのボーリング大会、及び食事会が御座いまし
た。小学生の子が中心でしたが、中には小学校にも行っていない子も

居てました。
そう言う子が自分の頭よりも大きいボー
ルを体全体で投げて楽しんでいる姿を見ていますと
こちらまで楽しくなり、良い体験をさせて頂きました。
参加されたロータリアンの皆様本当にお疲れ様でした。
さて今日はインターアクトの方が来られてますので、
インターアクトクラブについて少しお話したいと思い
ます。
インターアクトクラブはロータリークラブにより
提唱された、12〜18歳までの青少年の為の社会奉
仕クラブです。
日本の場合は高校のクラブ活動かサー

■9月20日（木）臨時総会です。前年度事業報告：辻
義光会員、前年度会計報告：嶽下会員、前年度会
計監査報告：下岡会員、宜しくお願いいたします。
■9月27日（木）北村薫会員の卓話です。宜しくお願
いいたします。
地区委員会、
その他の報告です。
■「2018-2019年度 クラブ職業奉仕委員長会議の
ご案内」が届いております。
日時：2018年8月25日
（土）10：00〜12：00

クルとしておかれるのが一般的です。
世界に159か国、

場所：大阪科学技術センター 8階 中ホール

20,372クラブ、
468,000人以上会員がおられます。

村上職業奉仕委員長、
ご出席をお願いいたします。

インターアクトクラブは2つの奉仕プロジェクトを実

■「2018-2019年度 第1回インターアクト合同会議

地いたします。1つは地域社会に奉仕するプロジェク

と懇親会開催のご案内」が届いております。

トで、2つ目は国際理解、国際感覚を養うプロジェクト

日時：2018年8月27日
（月）

です。本日は2660地区に11あるインターアクトクラ
ブで8月上旬に台湾に行かれた時の報告に来られて
います。後ほどの卓話よろしくお願いします。
さていよいよ来週は山本ガバナー公式訪問日です。
全員出席でお願い致します。そして来週は全員ネク
タイ着用でお願いします。
よろしくお願いします。

会議：17：00〜
場所：ガバナー事務所

懇親会：18：15〜
会議室

杉村インターアクト担当、
ご出席をお願いいたします。
■地区ロータリー財団セミナー
日程：2018年9月1日
（土）
場所：大阪YMC会館
西田会長、栗山R財団担当、
ご出席を宜しくお願い

幹事報告 (8/23)
2018-19年度第1211回（第7回例会）

幹事 藤本 淳司

■本日はインターアクトクラブの海外研修報告です。
顧問の三本杉先生・インターアクトの河本くん、宜
しくお願いいたします。
■8月30日
（木）は山本ガバナーの公式訪問日です。
会員の皆様全員の出席をお願いいたします。
■9月6日
（木）新入会員自己紹介です。
村木会員・津崎会員、宜しくお願いいたします。
■9月13日（木）前田会員の卓話です。宜しくお願い
いたます。

いたします。
■「2018-2019年度 クラブ社会奉仕委員長会議開
催のご案内」が届いております。
日時：2018年9月8日
（土）10：00〜12：00
場所：大阪府社会福祉会館
北村讓社会奉仕委員長、
ご出席をお願いいたします。
■「2018-2019年度 クラブ青少年奉仕合同委員会
のご案内」が届いております。
日時：2018年9月15日
（土）13：30〜16：30
場所：大阪YMCA国際文化センター 2階ホール

北村讓委員長、
ご出席をお願いいたします。
■三世代クラブ有志一同懇親会のご案内が届いて
おります。

■「米山奨学委員長・カウンセラー研修会のご案内」
が届いております。
日時：2018年度9月29日
（土）

日時：2018年9月20日
（木）18：00〜19：30

13：30〜登録

14：00〜16：00

場所：アサヒ ビアレストラン スーパードライ梅田

場所：サニーストーンホテル江坂

別館3階

会費：5,000円

下岡委員長・嶽下カウンセラー、
ご出席をお願い
いたします。
■8月のロータリーレート 1米$＝112円

台中への海外研修を通して

開明中学・高等学校 インターアクトクラブ インターアクター 中学3年生 河本 聖己 君
海外研修は今年で2度目となり、昨年は香港、今年は

友達は、
とても親切で台湾の文化について多くのこと

3泊4日で台湾を訪れました。今回、高校2年生女子2

を教えて頂きました。基本的に英語でのコミュニケー

名、中学3年生男子3名で参加させて頂きました。私

ションで、
とても緊張しましたが周りの友達の助けも

自身、今年の台湾が人生初めての海外経験となり、

借りつつ仲良くなることが出来ました。帰り際には、

感じることが多くありました。言葉ではとても言い表

連絡先を交換し今でも連絡を取り合っています。

せないほど素晴らしい経験が出来ました。少しでは

③3日目、8月4日
（土）

ありますが、紹介させて頂きます。
①初日、8月2日
（木）

日本人と関わり深い場所をたくさん訪れました。午前
中には、
日本が台湾を統治していた時代に建設され

関西国際空港から台北桃園国際空港へは3時間弱

た烏山頭ダムを訪れました。以前、
そこはひどい水不

で到着し、入国手続きを行いました。入国手続きの際

足に悩まされており農業がままならない中、八田與

に感じたことなのですが、
日本人のパスポートが大変

一氏の尽力により今では、年間を通して2回以上収穫

信用されているということです。空港からは、
しばらく

ができるようになったそうです。

バスを走らせ台中に向かいました。私たちのバスの

④最終日、8月5日
（日）

添乗員さんは、米山奨学金制度を使って日本で留学
した経験があるそうで日本語が大変お上手でした。
台中では、
「 台湾のウユニ塩湖」
と呼ばれる高美（ガ
オメイ）湿地を訪れました。
②2日目、8月3日
（金）
この日は、現地のロータリーやインターアクターの皆
様との交流活動がメインで執り行われました。現地の

いよいよ最終日になりました。台中のショッピング
モールで買い物を楽しみました。
その後、空港に向か
い帰国の途につきました。
最後になりましたが、今回、
ロータリーの皆様にはと
てもお世話になりました。辻さん・井本さんをはじめと
する多くのロータリアンの皆様に支えて頂きました。
本当に、有難うございました。

第1回社会・青少年奉仕委員会活動報告書

社会・青少年奉仕委員会 委員長

北村 讓

下記の通り開催しました。
お忙しい中、多数の皆様の

と目を輝かせ楽しんでくれました。

ご出席大変ありがとうございました。

その後、かごの屋岸里店に場所を移動して12時30

8月22日10時45分玉出ボールに下記の参加者が集

分から13時35分迄食事会をしました。
こども達は、最

合しました。

初静かに食事をしていましたが、段々と活発にその

にしなり☆こども食堂（特定非営利活動法人西成

日の話をしたりして賑やかでした。思っていた以上に

チャイルド・ケア・センター）から川辺代表をはじめと

小さい子もお行儀良く美味しそうにデザートまで残さ

して幼児4名、小学生20名、中学生2名、保護者9名、

ず食べてくれました。

計35名

この奉仕活動の様子を8月中に、斎藤記者が読売新

クラブから19名【西田、木村、村橋、藤本、北村讓、安

聞に記事を掲載して下さるとのことでした。記事が掲

達、杉村、檜皮（食事から）井本、北村薫、丸山、村上、

載されましたら、地区やロータリー関係のサイトに掲

村木、下岡、嶽下、辻（一）、辻（義）、梅原、山本】

載するようにしたいと思います。

読売新聞社記者：斎藤七月氏

今回の奉仕事業は、当初、考えていた以上に子供た

参加者合計：55名
玉出ボールにおいて参加者の内50名が各自2ゲー
ムをプレーしました。
27日からの始業式を控え子供たちが大変生き生き

ちの心にインパクトを与えたように感じました。
皆様方のご協力に重ねて感謝致します。
ありがとうご
ざいました。
以上、報告いたします。

2018年8月23日の読売新聞に掲載されました

２０１8-１9年度 第4回 社会・青少年奉仕委員会

議事録

日 時：2018年8月23日
（木）11：30〜12：15
場

所：太閤園 2F

例会場前

議事進行：北村 讓 委員長
議事録作成者：杉村 雅之 副委員長
出席者：西田・藤本・木村・北村（讓）
・福田・北村（薫）
・村上・嶽下・辻（一）
・辻（義）
・杉村

以上11名（敬称略）

配布資料：
・第4回 社会・青少年奉仕委員会レジュメ【配布資料①】

・出席者表【配布資料②】

・第1回事業報告書・決算報告書【配布資料③】

・第3回委員会議事録【配布資料④】

・委員会新日程・担当表・楽しもう会・奉仕活動予定【配布資料⑤】

・8月2日クラブ協議会報告内容【配布資料⑥】

【協議・報告・確認事項】
2. 安達副委員長欠席の件

1. にしなり★こども食堂への奉仕活動の報告
北村委員長【配布資料③参照】

8月中は例会及び当委員会にも欠席しますとの意向であ

8月22日（水）皆様のお蔭をもちまして無事に奉仕活動

る。9月からは出席の予定とのことである。出席されまし

が終了致しました。大変有意義な活動が行えたと思いま

たら、温かく迎えてあげて頂きたいと思います。

す。
ありがとうございました。

又、8月の理事会で「例会中に起きる種々の問題につい

2660地区広報・公共イメージ向上委員会を通じてのPR

ては、会場監督（SAA）から注意を促すので、個々の会員

も考察中であります。

から注意をしないように決定した旨、幹事より8月23日

8月23日の読売新聞の朝刊にも掲載されています。
ご一

の例会で報告する。
」
と決定したとの報告があった。

読ください。

3. 楽しもう会の日程変更

・決算報告
収入：予算より
支出：ボーリング代50名
ドリンク代26名
かごの屋（昼食56名）
保険
参加賞（子供のみ27名）

200,000円
35,000円
2,860円
102,200円
3,808円
25,125円
支出合計：168,993円
予算残高：31,007円

10月18日
（木）創立夜例会の為変更
→10月31日
（木）18：00〜

帝国ホテルなだ万

会費：15,000円
次回委員会開催日：2018年9月13日
（木）11：30

例会場前

Congratulations!

早瀬会員が米山奨学委員会より
「第17回米山功労者」の表彰を受けました。

山本会員が米山奨学委員会より
「第5回米山功労者」の表彰を受けました。

檜皮会員・吉田会員・満村会員・辻（一）会員・
辻（義）会員が米山奨学委員会より
「第1回米山功労者」の表彰を受けました。

前田会員がＲ財団 マルチプル2
ポールハリスフェローの表彰を受けました。
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西田：開明中学・高等学校インターアクト顧問三本杉
先生、河本君ようこそお越しくださいました。
昨日社会奉仕事業に行かれた皆様、お疲れ様
でした。
木村：再び暑くなってきました。
藤本：三本杉先生、河本君本日は宜しく本日はお願い
申し上げます。
村上：今夜台風直撃です。皆様気をつけましょう。
北村（讓）
：昨日の社会青少年奉仕活動有難うござい
ました。
戸田：今週来週は文春に、再来週は週間ポストに記
事を掲載します。
開明中学高等学校の皆さん、
ようこそお越しく
ださいました。
社会奉仕委員会の読売新聞記事拝見しました。
吉田：ニコニコ

戸田会員、テレビ出演予定
9月3日（月）夜19：00〜、4チャンネルの「名医の
THE太鼓判」の出張コーナーに戸田会員が出演し
ます。皆さんご覧下さい。

高島：開明中学高等学校三本杉先生、インターアク
ター河本君ようこそお越しくださいました。
嶽下：ニコニコ
辻（一）
：暑くてふるわない日々ですが今日は元気よく
タクトをふります。
よろしく！
前田：木曽駒ケ岳に行ってきました。腰が痛いです。

●出席報告
会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

31名
6名
2名
27名
2名

出席率
7月26日の修正出席率

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

0名
0名
3名
0名

93.10 %
100 %

村上会員ご紹介
上山 英雄 様
開明中学・高等学校インターアクトクラブ顧問
三本杉 博美 様
インターアクター・ゲストスピーカー
河本 聖己 様

檜皮：開明中学・高等学校インターアクト顧問三本杉
先生、河本君ようこそお越しくださいました。
ゲストの上山様、お待ちしておりました。
北村（薫）
：台風です。気をつけて下さい。
村木：ニコニコです！

栗山：開明中学・高等学校インターアクト顧問三本杉
先生、河本君ようこそお越しくださいました。
杉村：三本杉先生、河本君本日は宜しく本日はお願い
申し上げます。
井本：開明中学・高等学校インターアクト顧問三本杉
先生、河本君本日は宜しく本日はお願い申し上

●メイクアップ
7 月24日
7 月19日
7 月19日
7 月19日
7 月30日

辻（義）
：お久しぶりです。ニコニコ

満村：久しぶりの出席できました。

●本日のゲスト

安達 昌弘
早瀬 道圓
満村 和宏
嶽下 勇治
下岡 陽一郎

今日は地蔵盆。早退します。

ガバナー杯代表者会議
直前会長・幹事慰労会
直前会長・幹事慰労会
直前会長・幹事慰労会
東大阪中央RC

げます。

本日合計 : ￥43,000
累

計 : ￥296,000

