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月 間 テ ー マ（ 10月 ）
経済と地域社会の発展月間・米山月間

会長挨拶
会長

金森 市造

2020年10月1日
第1295回（本年度 第12回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「国歌
:
・奉仕の理想」
●卓話 米山奨学卓話
担当：北村 讓 米山奨学委員長
講師：地区米山奨学副委員長／
大阪淀川RC 末松 大幸 様
米山学友会 会長

閔 セラ 様

■第2回 クラブ協議会
13：40〜 オパールルーム

次回 10/8 のお知らせ
♬SONG 「我ら中之島」
:
●卓話 社会奉仕クラブフォーラム
辻 義光 社会・青少年委員長

今日は、私のロータリーの体験談をお話しする週です。
そこで、今日の
題は
『私の勝手なロータリーのこと
（1）』
としてお話しさせて頂きます。
ロータリーの誕生は、
すでにご存じの通り、1905年2月23日に、
「友情
とビジネスを混ぜ合わせたら、友情ビジネスも増えるのではない
か！」
・競争相手友人の輪をつくろう！と4人で発足したのです。
その折
に、決められたのが「一業種一人、
ロータリーの職業分類制度の始ま

り」
で、お互いに、利益よりもっと満足できるものがあ
ることを目標にしたのです。
その実現には、四つの論点
1．物を買うときは会員から買うこと
2．
お互いの職業を宣伝し合うこと
3．精神的に助け合うこと
4．会員を増強すること
が必要と確認されてその実現に今日まで来ています。
ロータリーの歌にもあります通り、その実現目標とし
て、
『四つのテスト』があります。

おります。
よろしくお願いします。
それから職業奉仕委員会の出前授業が、中之島朝

1）真実かどうか
「個人生活においても、社会生活においても正しい
道を歩んだか→真実は良心に問うのみ」
2）みんなに公平か

日カルチャーセンターにおいて、16時から17時30
分まで行われます。
戸田委員長よろしくお願いします。
■9月26日
（土）、米山奨学委員長会議が大阪YМCA
にて行われます。
この日は藤本副委員長出席よろ

「みんなに公平か、公正に対処しているか」
3）好意と友情を深めるか

しくお願いします。
■10月1日
（木）、10月は米山月間です。米山奨学委

「その好意と友情に徹しているか、少なくとも感情
のみに走り、理性を失うことがなかったか」
4）みんなのためになるかどうか

員会 北村 讓 委員長、卓話よろしくお願いします。
また、11時半よりクラブ役員会が開かれます。
例会終了後クラブ協議会が開かれます。委員会報

「独断専行はなかったか、
自分と関わりのあるもの、
利害関係にあるものと等しく利益を分け合ったか」
この『四つのテスト』は、人間が『人』
として生きていく
上において等しく常に心がけねばならない行動の基
本ですね。
その事を会員同士が認め会える例会はま
さに、
『人間道』道場ですね。
今年度職業奉仕委員会が、
「創業記念祝い品」
として
この『四つのテスト』の額をお贈りして戴いておりま
すが、職場の中で掲げて頂き一日一度は『四つのテ

告となりますので、各委員長の皆様ご準備よろしく
お願いします。
■10月8日（木）、10月は米山月間と共に、経済と地
域社会の発展月間でもあります。
社会奉仕委員会のフォーラムがあります。辻 義光
委員長よろしくお願いします。
■10月10日
（土）、地区公共イメージ向上セミナーが
大阪YМCAにて行われます。
■10月15日
（木）、
この日の卓話者は植屋会員となっ

スト』
を暗唱して頂ければ企業の繁栄は、間違いなし

ております。
ご準備よろしくお願いします。

ですね。

またこの日は次年度理事、役員の発表があります。

そして、毎週例会に出席して頂き会員同士がお互い

例会終了後、第5回11月度理事会が開かれます。

に元気づけられたら、
たまに何かのことで沈みかけて
いた気分も晴れるというものです。

員長会議が大阪YМCAにて開かれます。

お互いに、
ご縁を頂いて毎週同じ時間に、
ここ太閤園
でお会いできる喜びに感謝しましょう。

■10月22日
（木）、
この日は、
クラブ創立28周年の記
念例会があります。いつもは、夜例会なのですが、
今回はコロナ感染等の予防の観点から昼に記念

幹事報告 (9/24)
2020-21年度第1294回（第11回例会）

■10月17日
（土）、
クラブ国際奉仕・社会奉仕合同委

幹事 村上 俊二

幹事の村上です。幹事報告をいたします。
それではこれからの行事予定を申し上げます。
■9月24日
（木）、本日の卓話者は檜皮会員となって

例会を行います。
■10月29日
（木）、
クラブ定款により休会となってお
ります。
■11月4日
（水）、IМ6組第3回会長幹事会が18時よ
り帝国ホテル大阪にて行われます。

インターアクトについて

檜皮 悦子 会員
模に関係なく、すべてのインターアクトクラブプロ
ジェクトは、世界中の地域社会に末永い影響をもたら
しています。最も多いインターアクトクラブ数を誇る
国は、
ブラジル、
インド、
フィリピン、米国です。
インターアクトクラブの提唱
青少年が視野を広げ、行動力を身につけ、将来の
リーダーとなるためのスキルを学ぶこのような機
会を青少年に提供できるのが、インターアクトで
す。
ロータリークラブはインターアクトクラブをスポ
ンサー（提唱）
して、青少年の成長を応援すること
インターアクトは、12歳から18歳までの青少年のた

ができ、奉仕プロジェクトからソーシャルメディア

めの奉仕クラブで、支援や指導を与えるロータリーク

への参加まで、
インターアクト会員は幅広い活動を

ラブよって後援され、世界中の11,000以上のクラブ

仲間たちと一緒に経験しながら、生涯にわたる友

に所属する250,000人以上の青少年会員から成り立

情を築きます。

ちロータリーで急速に発展しているプログラムの一

また、奉仕プロジェクトに参加し、世界や社会につ

つです。

いての視野を広げ、インターアクトクラブは年に2

インターアクトという名称は、
「インターナショナル」

回以上、奉仕プロジェクトを行います（1つは地元

（国際的）と
「アクション」
（行動）という2つの語が複

地域のための活動、
もう1つは国際理解を深めるた

合されてできた名称で、
インターアクトクラブは、120

めの活動）
です。ただし、
メンバーは、
スポンサー・

以上の国や地域に存在し、真の意味で国際的な現象

ロータリークラブが属するロータリー地区内に住

となっています。

んでいることが条件となります。

インターアクトの世界的な青少年ネットワークは、社

開明中学校・高等学校インターアクト部のご理解、

会奉仕と国際奉仕に懸命に取り組んでおり、
その規

ご協力宜しくお願いいたします。

2019年3月〜2020年9月 活動内容
2019年3月
・地域清掃（開明周辺のゴミ拾い。主に空き缶や
ペットボトル、
タバコのゴミが多い。）
・災害ワークショップ
2019年4月
2019年5月
・NPO法人Homedoorへモノギフトとフードドライ
ブで集まったものを持っていく
（ホームレス支援団体に寄付することで路上生活
者の社会復帰の支援）
・文化祭に向けての話し合い
2019年6月
・新入生歓迎会（浪速IACが幹事校となり飯盒炊爨
を実施）

開明中学校・高等学校インターアクト 部長 木下 知香

・地域清掃
2019年7月
・貿易ゲーム（何グループに別れ、ある国になりき
り自国の資源を考慮して戦略をたて、
どの国が一
番利益を得ることができるか、
というゲーム。他国
との交渉等を通じて国際理解を深める。）
・地域清掃
・傾聴ボランティア
（開明の近くのエスペラル城東
という老人ホームを訪問して傾聴を行いながら、
部員自身も傾聴の仕方を教えてもらい、学ぶ。）
・献血の呼びかけ（京橋駅でRCとRACの方々と共
に献血の呼びかけを行った。）
2019年8月
・文化祭準備

・タイにて海外研修（現地でのボランティア活動と
しては、清掃や地元の公園のペンキ塗り、植樹、用
水路の自浄作用を促す薬物の散布を行った。）
・ボッチャ体験（あべのハルカスにて、パラリンピッ
ク競技の一つであるボッチャを体験）
・傾聴ボランティア
2019年9月
・文化祭（募金とモノギフト、フードドライブを実
施。募金は約15万円集まり、
日本赤十字社を通じ
て熊本地震へ募金した。）
・大阪中之島RCの例会に参加させていただき、海
外研修の報告をさせていただきました。
・日本語スピーチコンテスト
（日本に留学に来てい
る留学生のスピーチコンテストに参加。その後、
留学生やRCの方々と食事をし、交流した。）
・NPO法人Homedoorへモノギフトとフードドライ
ブで集まったものを持っていく
・傾聴ボランティア
2019年10月
・地域清掃
・中之島公開シンポジウム
（ラグビー選手の大畑さ
んと野球選手の鳥谷さんの講演に参加）
・大阪中之島RCと大阪東RCの方々との例会でマ
シュマロチャレンジを実施（グループに別れ、用
意された量のテープとマシュマロ、パスタの乾麺
を使って、
どれだけ高いタワーを作ることができ
るかを競うゲーム。柔軟な思考と様々な人の意見
をまとめ、
どれを実行に移すかがキーとなる。）
・在日コリアン勉強会（〜12月 全5回程度）
2019年11月
・日本赤十字社大阪支部での講演会に参加
・毎回の部活の初めに手話を学ぶことを開始
・地域清掃
・年次大会（四天王IACが幹事校となり実施。全盲
の方が講演とワークショップをして下さった。）
・安田、木下、北田、中村と三本杉先生で福島研修
（東日本大震災の被災の様子や現在の復興状況
を学んだ。語り部さんに津波被災の様子を伺った
り、福島のIACとの交流も行った。）
2019年12月
・地域清掃
・大阪中之島RCと大阪東RCの方々との例会で、
IACの老人ホームでの傾聴ボランティアと福島研

修での学びやこれからの課題を発表を行った。
ま
た。
クリスマスということで部員とRCの方々にもプ
レゼントを用意してもらい、
プレゼント交換を実施
2020年1月
・地域清掃
・校門でモノギフトとフードドライブを実施、
その後
NPO法人Homedoorへモノギフトとフードドライ
ブで集まったものを持っていった。
2020年2月
・地域清掃
・大阪中之島RCと大阪東RCの方々との例会で、
コ
ンセンサスゲームを実施（ふりかけの原材料を
テーマに実施。
グループごとに別れ 、そのメン
バーでコンセンサス（合意）に至ることを最終目
標とし、話し合いを進めた。4〜5人であっても、完
全に合意に至ることが難しいということを知り、相
手の意見をしっかり聞き、反論するのではなく、
よ
り良い提案をすることの難しさを学んだ。）
・献血の呼びかけ（京橋駅でRCとRACの方々と共
に献血の呼びかけを行った。）
・RCの方が出演していらっしゃる、能を鑑賞した。
能と狂言の違いについて学んだ。
2020年3月〜5月
新 型コロナウイルス の 為 学 校 が 休 校 になり、
ZOOMを使用して活動
・高槻IACとの交流活動を見据えて、数回会議を
実施
・数種類のゲームやみらいデザインという、
自分の
今までを振り返り、
これからの自分を考える活動
を実施。休校期間中ということもあり、
自分を見つ
めなおすいい機会になった。
2020年6月
・文化祭の企画・準備を開始
・コロナ禍でどのような活動ができるか会議
2020年7月
・校門でモノギフトとフードドライブを実施、
その後
NPO法人Homedoorへモノギフトとフードドライ
ブで集まったものを持っていった。
また、
ホームレ
スの方々のコロナによる被害や今困っていること
等をNPO法人のスタッフの方にインタビューを実
施した。
・文化祭準備の一環として、開明の用務員さんにイ
ンタビューを行い、
日頃の感謝を伝えた。

2020年8月
・募金（日本赤十字社を通じて九州豪雨災害へ
募金）
・模擬国連実施の事前準備
・大阪中之島RCと大阪東RCの方々との例会で、模
擬国連の事前準備での資料を作成する際、アド
バイスをいただいた。
・高槻IACと合同で模擬国連を実施（2〜3人である
国の大使になりきって、
「エネルギー資源問題に

中之島朝日カルチャーセンターでの出前授業

おける将来的な取り組み」
をテーマに実施。
自国の
国益を最優先に考えつつ、ほかの国と協議を重
ね、最終的に決議案を作った。）
2020年9月
・文化祭準備
・文化祭（募金、
クラブ紹介等を模造紙に書き展
示、説明会を実施。募金は、日本赤十字社を通じ
て九州豪雨へ募金する予定）

職業奉仕委員長 戸田 佳孝

9月24日（木）午後4時から中之島フェスティバルタ

と題した講演と最後に総合討論を行いました。

ワー18階朝日カルチャーセンターで「変形性ひざ関

多くの医療講演会では、一つの診療科目の医師が専

節症・老人性難聴・口腔ケアとの付き合い方」
と題し
た出前授業を行いました。

門分野の話だけをしますが、
シニア世代では様々な
病気が同時に起こってきます。身体の複数の箇所に

会員およびご家族の多数のご参加をいただき、本当

ついて不安を持つ受講者は「この講演会では一度に

に有り難うございました。

いろいろな話が聞けて良かった」
と喜んでいました。

当日は74名の受講者が集まりました。内容は、国際

他の受講者はロータリアンの講師が皆、持ち時間内

ロータリーとは（高島会員）、1日半分のアボカドと筋
トレでひざの痛みはラクになる
（戸田）、耳の構造と
難聴（栗山会員）、高齢者の歯のトリセツ
（金森会長）

に話を上手くまとめることを驚いていました。
この点
は卓話で鍛えられた技術だと考えます。
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9月24日のメニュー

24

ニコニコBOX

辻（一）
：檜皮さん、頑張ってください。
栗山：本日朝日カルチャーセンターで講演します。
よ
ろしくお願いいたします。
戸田：本日出前授業に参加される会員の皆様、
ご迷惑
をおかけしますがよろしくお願いいたします。
辻（義）
：ニコニコ
高島：檜皮さん、卓話楽しみです。
吉田：ニコニコ
小

鉢

萩胡麻豆腐
旨出汁

海老

枝豆

木耳

嶽下：ニコニコ

三枡
八 寸 小付 もずく 落し芋 鮪福沙玉子
秋鮭包み焼 銀杏丸十 花蓮根 すすき牛蒡
青唐
造 り 鯛菊花和え 鯵焼造り
あしらい
焚

前田：孫をつれて
「鳥羽水」へ行ってきました。満員で
した。
ります。
本日卓話担当です。
よろしくお願いいたします。
西田：檜皮さん、本日の卓話よろしくお願いいたしま
す。ニコニコ

合鴨蒸し煮 オレンジソース
ペティオニオン トマト エリンギ チャービル

井本：桜苑はテンション上がりますね。ニコニコ
藤本：檜皮さん、本日の卓話よろしくお願いいたします。

温

物

鰆ちり蒸し 焼目豆腐

食

事

栗ご飯
茄子

留

味噌汁

占地

香の物
椀

北村（讓）
：檜皮さん、
アルコールサンキュウ！

檜皮：戸田職業奉仕委員長、出前授業楽しみにしてお

合 豚角煮 しゃぶ餅 茄子しぎ煮
法蓮草 松葉パプリカ

外だし
台 物

下岡：ニコニコ

椎茸

菊菜

銀杏

昆布
吉四六

本日合計 : ￥31,000

大根 えのき 葱

10月のお祝い
Congratulations!

累

●出席報告
会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

●誕生日
井本 万尋 ［23日］
満村 和宏 ［29日］

●事業所設立記念
高島 凱夫
京橋耳鼻咽喉科

［平成 1 年］

杉村 雅之
有限会社テックビルワークス

［平成 7 年］

計 : ￥317,000

35名
6名
0名
30名
5名

出席率
9月3日の修正出席率

植屋 亨
ケースリーコンサルティング株式会社［平成23年］

●結婚記念日
金森 市造 ［ 2 日］
北口 竜輔 ［ 7 日］
嶽下 勇治 ［17日］
満村 和宏 ［19日］
上山 英雄 ［22日］
梅原 一樹 ［27日］

本日のソング委員 上瀬 匠会員

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト
85.71 %
82.85 %

0名
0名
0名
0名

