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会長挨拶
会長　北村 讓

（ 5月12日）

本日のプログラム

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　委員会報告
　各委員長

♬SONG : 「ロータリー讃歌」
●卓話　コロナ罹患 体験談
　植屋 亨 会員
■第4回新旧合同クラブ協議会
　13：40～
■第12回新旧合同理事会
　14：30～

次回 6/2 のお知らせ

青少年奉仕月間
月間テーマ（5月）

2022年5月26日
第1344回（本年度 第28回）例会

米山奨学生のPEさん、ゆっくり例会を楽しんでください。

まず初めに我がクラブの創立30周年が今年の10月27日（土）16時
からに決定の報告をします。当ホテル2階 鳳凰の間です。予定を宜し
くお願いします。

次に先般、医療用マスクの贈呈式の事が「ロータリーの友5月号」、
「大阪府医師会会報」に掲載されています。同じく今月号のロータリー
の友の「ガバナーのロータリー・モメント」に当地区の吉川ガバナーの
記事が掲載されています。



ご一読してもらえれば幸いです。

今月は青少年奉仕月間です。

ロータリーの友に特集として「若者の間で急増する大
麻の乱用」の記事が掲載されております。たまたま月
曜日の講演会で近畿農政局長が薬物のお話をされ
ました。その内容と同じことがこの記事の中でも取り
上げられています。

令和2年の統計では約5,300人が大麻で検挙され、
そのうち7割ほどが青少年だったとの事です。他の薬
物も含めると200万人以上が経験し、20代の4人に
ひとり、10代の約6人にひとりは、薬物が入手可能と
答えています。

大麻はタバコより安全とか誤った情報が流れていま
す。決してその様な事はありません。大麻に手を出し
て、大麻よりもっと悪い薬物に手を染めるという事に
ならないように、我々ロータリアンが積極的関わって
いく事が大事と思います。

青少年奉仕事業はその辺のことを考えて、青少年が
健全な方向に進む手助けをする事業を計画すること
も必要ではないでしょうか。

ありがとうございました。

2021-22年度第1343回（第27回例会）
幹事報告 (5/12)

幹事  嶽下 勇治

みなさんこんにちは。

今月からクールビズなります。先日の書面理事会での
承認を頂き例年通り10月までとなっています。よろし
くおねがいします。

（5月の行事予定）
5月は、青少年奉仕月間となります。
月間にちなんで、本日は社会奉仕委員会と青少年奉
仕小委員会との合同フォーラムとなっています。
上瀬社会奉仕委員長、檜皮青少年奉仕小委員長よろ
しくお願いします。

■5月19日（木）、辻会員の卓話です。辻会員よろしく
お願いします。

　当日、例会終了後新旧合同理事会が開催されます。
新旧理事・役員の皆様よろしくお願いします。

■5月26日（木）、植屋会員の卓話です。植屋会員よろ
しくお願いします。

　当日、新旧合同クラブ協議会が開催されます。

（6月の行事予定）
6月に入りますと、ロータリー親睦活動月間となります。

■6月2日（木）、委員会報告となります。各委員長、小
委員長の皆様よろしくお願いします。

■6月9日（木）、藤本会員の卓話です。藤本会員よろ
しくお願いします。

■6月16日（木）、新入会員自己紹介。

■6月23日（木）、最終例会会長・幹事退任あいさつ。

　下期半期新入会員歓迎会。

（地区関係）

■5月21日（土）、IM6組ロータリーデーについて
　四天王寺高等学校・四天王寺中学校 和光館での
開催です。

■5月28日（土）、地区会員増強セミナー

■6月1日（水）、IM6組会長・幹事会

5月12日のメニュー

口取り 卵焼　針魚寿司　太刀魚葱巻おかき粉揚げ
 生ハムチーズ　とうもろこし　菖蒲百合根　焼板
 しらす生姜炊き　一寸豆　海老芝煮　煮梅

焚合せ 東坡豆腐　六方芋揚げ煮　鯛の子　隠元
 あやめ麩

焼　肴 鰆菜の花焼　小鮎真砂揚げ　人参味噌漬

御　飯 新生姜桜海老御飯　三つ葉

煮物椀 浅利真丈丸　白木耳　青味　木の芽

デザート 枇杷・若桃・小柚子ゼリー寄せ
 ヨーグルトソース　ミント



社会青少年奉仕委員会・青少年奉仕小委員会 合同フォーラム

社会青少年奉仕委員会：上瀬 匠 委員長、青少年奉仕小委員会：檜皮 悦子 委員長

社会青少年奉仕委員会：上瀬 匠 委員長

社会奉仕活動は、例年「こども食堂支援」「成美学寮
職員の方々への慰労支援」を柱として活動して参りま
した。

今年度のこども食堂支援は食堂を新設する為のクラ
ウドファンディングによる寄付を行い、成美学寮職員
の方々への慰労支援は寄付金を渡すという支援に留
まりました。

台北からの大阪府医師会への医療用マスク贈呈式
を当クラブ主導の下、執り行うことが出来ましたが、コ
ロナ禍の影響で奉仕活動本来の身体を使い、汗を流
すような活動は出来ませんでした。

しかし、現在のコロナの状況、世間のコロナに対する
捉え方も変わりつつあります。

そこで今回の社会・青少年奉仕フォーラムは今後、
withコロナの時代の社会奉仕活動をどのようにして
行くべきか皆様にお考え頂きたいと思います。

青少年奉仕小委員会：檜皮 悦子 委員長

ロータリーの奉仕活動は現在「クラブ奉仕」「職業奉
仕」「社会奉仕」「国際奉仕」「青少年奉仕」の5つに分
けて「五大奉仕部門」と言います。担当させて頂く青
少年奉仕は、指導力養成活動、社会奉仕プロジェクト
および国際奉仕プロジェクトへの参加、世界平和と異
文化の理解を深め育む交換プログラムを通じて、青
少年ならびに若者によって、好ましい変化がもたらさ
れることを認識するものです。指導力養成活動：
RYLA（注1）セミナーを毎年開催するRYLA委員会、社
会奉仕および国際奉仕プロジェクトに参加を具現化
しているのがインターアクト（注2）、ローターアクトの
両委員会で、そして、世界平和と異文化の理解を深め
育む青少年交換委員会がこの役割を果たしておりま
す。ロータリーの青少年奉仕の関わりは古く、1920年
N.Yロータリークラブが地元団体と共催した「ボーイ
ス・ウィーク」が起源であると言われております。

それぞれの始まりは、1929年米国とデンマークの
ロータリアンの子弟を相互に留学させホームステイ
させたのが青少年交換留学プログラム、RYLAは
1959年オーストラリアのロータリークラブが英国女
王と青少年たちの交流会により、インターアクトクラ
ブは1962年米国フロリダで最初のクラブが誕生し、
1968年ローターアクトが発足しました。

青少年奉仕関連の4つのプログラムはより良い未来
に繋げるロータリーの重要なプログラムとなり青少
年の健全育成を目指し世界各国で活発に行われて
います。近年、ロータリーに属する青少年を対象に学
友クロスプロモーションの概念が導入されつつあり
ます。ロータリー財団の奨学生、米山学友、青少年事
業の参加者であるロータリーファミリーの青少年達
に委員会の枠を超え、横の交流を盛んにし、ロータ

リーをより良く理解し最終的にはロータリーに入会し
ていただこうという考えです。ロータリーに係る多くの
青少年たちが交流できる場を提供し、学友同士もっ
と盛んに横の繋がりを持ってもらい、各々の青少年に
対するロータリーの事業を理解してもらうと同時に、
域内のロータリアンにも地区の青少年育成事業の理
解度を高めてもらうのも大切なことだと思います。

（注1）Rotary Youth Leader Award: RYLA

（注2）大阪中之島RCは2017年6月4日に地区第9番目の開明
中学校・高等学校インターアクトクラブを大阪東RCと共同提唱
をしました。中之島は、青少年奉仕部門の活動を充実させるた
めにクラブ創立25周年を迎えるにあたり周年記念事業として
インターアクトクラブを結成し、2017年6月20日にインターア
クト認定状伝達式を執り行ないました。



ウィズコロナを前提とした社会青少年奉仕活動につ
いて

寄付金がメインになるのではなく、技能・知識等を
活用した奉仕が望ましい。

身体を使う奉仕活動も大事ではないか。
・例えば公園、トンネル等の落書き消しや清掃。

NPOと共同で新しい奉仕（支援）を考えるのも一つ
の方法ではないか。

今迄の子供食堂や成美学寮への支援も継続する

Bテーブル 発表担当者　村木 博行

Withコロナの奉仕活動

コロナ禍が2年を超え、価値観も様々。

こちらがもう奉仕活動を再開しても大丈夫と思って
いても、相手がどう感じるかが大切。

こども食堂の子ども達を集めての夏祭りを、今年こ
そはおこなう方向であるが、それもしっかり、相手
の考えを汲み、感染防止策の徹底をはかりつつお
こなうべき。

新たな奉仕活動として、中小企業の喫緊の課題と
なり得る「障がい者雇用のお手伝い」なども良いの
ではないか。

Aテーブル 発表担当者　北口 竜輔

withコロナの奉仕活動

ロータリーの奉仕活動は「共に汗を流す」というの
が基本原則なので、寄付をするだけではロータ
リーの奉仕活動とはならない。

だか今までのように一緒に活動をして感染者が出
た場合、責任を問われかねない。ならば相手が依
頼してきた場合はどうか？それでも感染者が出て
しまった場合こちら側の責任となる。

したがって今一緒に活動することは避けるべきで
ある。では何ができるか。

1.接触せずとも可能な活動奉仕

>例えば犬小屋を依頼された場合、作っている
場面を収めた動画とともに寄付する。

2.街のクリーン活動

Cテーブル 発表担当者　佐賀野 雅行

コロナ渦で社会奉仕活動をどのように行うか

1．現在行われている社会奉仕活動を充実させる。
またマンネリを防止する等追加支援を行う。

Dテーブル 発表担当者　植屋 亨

事が大切。
・今迄と違った支援方法を考えてもいいのでは
ないか。



Congratulations!

早瀬会員が米山奨学委員会より米山功労者の
表彰を受けました。

▲お誕生日のお祝い：左より前田 隆司会員・北村 讓会長・嶽下 勇治会員

▲事務所創立記念日のお祝い：左より戸田 佳孝会員・辻 義光会員・
　北村 薫会員・西田 末彦会員・北村 讓会長

▲結婚記念日のお祝い：左より上瀬 匠会員・北村 讓会長
WITHコロナでもできる奉仕活動（社会青少年奉仕）
とは？

当テーブルでは、まずは先日行いました大阪府医
師会へのマスクの贈呈も寄贈とはいえ、輸入され
たマスクの搬入など体を動かす体験により参加し
たメンバーから汗をかいて奉仕活動を行なった感
じがあり非常に良かったという意見がありました。

また、奉仕活動自体は人と人が会わないと出来な
い訳ではない、社会的弱者の方へ資金や物資など
を贈る際、ただやみくもに奉仕活動をするのでは
なく、その人たちのニーズを捉えしっかりとしたリ
サーチ・把握をすることが必要であるという意見が
出ました。

さらに新入会員の方からはこども食堂などの子ど
もたちに自然の中で農業体験をさせて自分たちが
植えた作物を自分たちで収穫するようなアウトドア
での奉仕活動などしてはというフレッシュな意見も
出ました。

その一方で逆の意見もあり、確たるガイドラインが
出ていない中、ロータリーの奉仕活動として無理
をしてクラスター発生などにならぬよう気をつける
べきで決して無理をしないという意見、世の中が
戻った時にすべきで今はそれに備えてその時を待
つべきだという意見も出ました。

Eテーブル 発表担当者　井本 万尋

2．新しい社会奉仕活動に道筋をつけたり、光の当
たっていないところを深堀することも良いので
はないか

3．具体的には成美学寮への奉仕活動の継続（餅つ
き大会。必要備品の贈呈や追加支援を考える等）

4．にしなり子ども食堂を軸とする今年8月6日（土）
予定の子ども夏まつりの実施、その他光の当
たっていない施設等への支援
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北村（讓）：早くウクライナが治ってほしいですね！

栗山：早退のお詫び

戸田：社会青少年奉仕フォーラム、楽しみにしており
ます。

嶽下：5月です。ニコニコ

村木：社会青少年奉仕上瀬委員長、青少年奉仕小委
員会檜皮委員長、フォーラム楽しみにしており
ます。ニコニコ

植屋：久しぶりの出席になります。ニコニコ

村上：檜皮会員、フォーラム楽しみです。ニコニコ

檜皮：本日の合同フォーラム、よろしくお願い致します。

新：5月のお誕生日の皆様、おめでとうございます♪

藤本：社会青少年奉仕上瀬委員長、青少年奉仕小委
員会檜皮委員長、フォーラムよろしくお願い致し
ます。

早瀬：月初です。ニコニコ

清水：久しぶりの例会です。ニコニコ

前田：ゴールデンウィークは私の子供家族20名で貸
し切りバス旅行でした。

満村：久しぶりです。

下岡：先日の戸田さんの卓話ZOOMで拝聴しました。
良かったです。ニコニコ

辻：ニコニコ

吉田：ニコニコ

本日合計 : ￥44,000
累　計 : ￥1,217,000

●出席報告
会員数 36名 国内ビジター 0名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
出席者 30名 国内ゲスト 0名
 （zoom参加 0名） 外国ゲスト 1名
欠席者 6名

出席率 83.33 %
4月7日の修正出席率 91.42 %

皆さん、こんにちは。

奨学生のペイです。

五月の例会に参加させていただき、ありがとうござい
ます。

つきましては、近状を報告したいと思います。わたく
しは、四月下旬ごろ、漸く修論のインタビュー調査を
終えました。現在、インタビューの資料を統合してい
て、五月下旬にゼミで結果を発表する予定です。ま
た、先月はじめてのメンターとの交流会に参加して、
ロータリーという家族の一員になるのを強く意識しま
した。これからもよろしくお願いいたします。

米山奨学生 米山奨学生  劉 珮君

●本日のゲスト
米山奨学生 劉　 珮君 様

●メイクアップ
檜皮 悦子   4 月  9 日 地区研修協議会
杉村 雅之   4 月  9 日 地区研修協議会

IM第6組ロータリーデイに参加してきました。

ご存知のように、基調講演は、アーティスティックスイ
ミングの奥野 史子氏。パネルディスカッションは“多
様性社会の実現”でした。

各クラブ参加者が少なく少し寂しい会議でした。

IM第6組ロータリーデイ 高島 凱夫


