
平成 22 年 9月 21 日 No.2083 H22.9.14 (No.2082) の例会記録 

今週の卓話 （9 月 21 日） 

次週の予定 （9 月 28 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告 

会員数 44 名 出席数 29名 欠席者 9 名 

特定免除 6 名 その他免除 0 名 

出席率 79.55％ 

前々回 8 月 31 日分 

ホームクラブの出席者 37 名 100.00％ 

メークアップの結果 37 名 

特定免除 4 名 その他免除 0 名 

欠席者 0 名 修正出席率 100.00％ 

ロータリーソング 

ニコニコ箱 

ゲストスピーカー 

大阪桐蔭中学高等学校インターアクトクラブ顧問 

瀬島 奈保子 先生 

インターアクター 玉井 志保里 さん 

小野 陽 子 さん 

・結婚記念日自祝 小林 誉典 君 

・9/12 阪神競馬でハナノシンノスケ号 
7/15 阪神競馬でステキナシャチョウ号 

優勝しました 池田 實 君 

・情報集会参加に感謝 橋本 正幸 君 

・加藤会長・森山先輩 

ご指導ありがとうございました 中野 秀一 君 

２０１０年～２０１１年度 

国際ロータリーのテーマ 

地域を育み 

大陸をつなぐ レイ・クリンギンスミス 

国際ロータリー会長 

第２６６０地区 

大東ロータリークラブ 

■ 事務所 
〒574-0046 大東市赤井１丁目2-10 

ポップタウン住道本館４階 
T E L :０７２－８７５－１２００ 
F A X :０７２－８７５－０５９０ 
E-mail:office@daito-rc.org 
http://www.daito-rc.org/ 

■ 例会 
毎週火曜日 12 時 30 分～1時 30 分 
〒574-0076 大東市曙町 4-6 
大東市民会館 4階「大会議室」 
T E L :０７２－８７１－０００１ 

創立 1967 年 12 月 26日 
■会 長 加藤 敏明 
■幹 事 中原 毅 
■会報委員長 小林 誉典 

◆4 つのテスト◆ 
言行はこれに照らしてから 
① 真実かどうか？ 
② みんなに公平か？ 
③ 好意と友情を深めるか？ 
④ みんなのためになるかどうか？ 

DAITO 
ROTARY 
CLUB WEEKLY BULLETIN 

OSAKA   JAPAN 

「あかりのエコアイディア ＬＥＤについて」 

中 恒夫 会員 

「 ガバナー公式訪問 」 

松本新太郎ガバナー 

「手に手つないで」 「四つのテスト」



2010～2011 年度 

ＲＩ第 2660 地区ガバナー 松本 新太郎 氏 プロフィール 

氏 名 松本 新太郎（まつもと しんたろう） 

生年月日 １９３８年１月５日 

勤 務 先 松本油脂製薬株式会社 

所 在 地 〒5810075 八尾市渋川町２－１－３ 

経 歴 １９６２年 甲南大学経済部卒業 

１９６２年 東洋敷物株式会社入社 

１９６４年 日商岩井株式会社入社 

１９６６年 松本油脂製薬株式会社入社 

１９７８年 同 専務取締役 

２００８年 同 取締役相談役 現在に至る 

職業分類 界面活性剤製造販売 

ロータリー歴 １９７６年５月 八尾 RC 入会 

１９７９～１９８０年度 広報委員長 

１９８３～１９８４年度 国際奉仕委員長 

１９８４～１９８５年度 幹事 

１９９１～１９９２年度 職業奉仕委員長 

１９９２～１９９３年度 副会長 

１９９５～１９９６年度 会長エレクト 

１９９６～１９９７年度 会長 

１９９７～１９９８年度 親睦活動委員長 

１９９８～１９９９年度 無任所理事 

そ の 他 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 

米山功労者（マルチプル） 

ベネファクター



皆様、こんにちは。 

お元気ですか。 

秋分の時季からは、体調管理に注意し 

て下さい。 

さて、今月は新世代月間に当たります。 

インターアクト及びローターアクトに 

ついてお話しいたします。 

インターアクト 

ロータリーの提唱する青少年の奉仕クラブであるインターアクトは、1962 年に 
RI 理事会により設置されました。最初のインターアクト・クラブは、米国フロリ 

ダ州メルボルンのロータリー・クラブによって設立されました。インターアクト・ 

クラブは、高校生の年代の青少年に、奉仕と国際理解の世界的友好の中で相共に活 

動する機会を与えています。「インターアクト」という用語は、インターナショナ 

ル（国際）を意味する「インタ」とアクション（行動）を意味する「アクト」に由 

来しています。すべてのインターアクト・クラブはロータリー・クラブによる提唱 

および監督を受けなければならず、学校、地域社会、または世界で奉仕プロジェク 

トを毎年計画しなければなりません。 
2006 年現在、119 カ国に 242000 人の会員を擁する 10500 以上のインターアク 

ト・クラブが活動しています。「インターアクター（インターアクト・クラブの会 

員）」は奉仕プロジェクトを実施しながら、リーダーとしての資質を磨き、実地の 

体験をすることで、他者へ奉仕することから生まれる満足感を学びます。インター 

アクトの主な目標は、青少年が世界中の若者とより広く理解と親善をつくり出す機 

会を提供することです。 

ローターアクト 
1960 年代初頭の「インターアクト・クラブ」の成功を受け、RI 理事会は、1968 

年に「ローターアクト」を設置しました。この新しい組織は、18～30 才までの青 

年男女のクラブで、責任ある市民としての資質とリーダーとしての能力を助長しよ 

うという目的でつくられました。 

加藤 敏明 会長 会長の時間



最初のローターアクト・クラブは、米国ノースカロライナ州のシャーロット・ノ 

ース・ロータリー・クラブの提唱で 

結成されました。 2006 年には 139 カ国に 8000 を超えるローターアクトがあり、 

その会員数は 184000 名となっています。 

ローターアクト・クラブは、個人の成功および地域社会とのかかわり合いの基 

礎となる各人の責任の重要性を強調します。各クラブは、毎年、少なくとも 2 つの 

奉仕プロジェクトを実施するよう要請されています。1 つは社会に対する奉仕プロ 

ジェクト、もう１つは国際理解を増進する奉仕プロジェクトです。ローターアクト 

はまた、リーダーシップをさらに発揮し、職業上の発展につながる機会となってい 

ます。ローターアクトは、多くの社会的活動も経験することができます。ローター 

アクト・クラブはロータリー・クラブによる提唱、指導、助言を受けることを条件 

に、存続することができます。 

「大東インターアクト創立３４周年に因んで」 

中野 秀一 インターアクト委員長 

大阪桐蔭中学校高等学校 

インターアクトクラブ顧問 瀬島 奈保子 先生 

インターアクター 小野 陽 子 さん 

玉井 志保里 さん 

先週の卓話



八月六日から九日まで韓国へ海外研修に行きました。インターアクト部に入部して 

三年となり、待ちに待った海外研修でした。 

初めて行く韓国では色々なことを体験させてもらい、とても充実した四日間でした。 

韓国について最初に統一展望台へと行きました。韓国と北朝鮮の国境を見て、いつ 

もニュースで見ている内容がとても身近に感じられました。その後、バスで移動して 

カルビ料理を食べました。本場のカルビを味わえてとても幸せでした。 

二日目は、現地の学生と交流しました。とても明るく迎えてくれて嬉しかったです。 

最初は慣れない英語で積極的に話せませんでしたが、一緒に昼食を食べ、お話をした 

りすることで、とても仲良くなれました。 

次に現地の学生と一緒に障害者センターへ向いました。途中のバスも日本の学生と 

現地の学生のペアで座りました。会話が弾んで、とても楽しい車内でした。 

障害者センターへ着いてからは主に実習をしました。掃除をしたり、障害者の方と 

触れ合ったり、日本ではした事の無いボランティア活動でした。皆で協力してやり終 

えた後には、とてもやりがいを感じました。 

次はホテルで現地の学生と夕食会でした。 女の子ばかりのテーブルで日本の俳優や 

韓国のアーティストなど、とてもたくさん話せて楽しい夕食会となりました。 

三日目は、韓国民族村へ行きました。ちょっとしたテーマパークのような所で昔の 

韓国のことも学べたりと、とても楽しかったです。 

次に、明洞へ行きました。明洞は、とても賑やかで沢山のお店が並んでいました。 

日本には売っていない物も多くあったし、何よりも物価がとても安かったので、アッ 

という間に時間が過ぎました。ここで二日間交流した現地の学生ともお別れです。た 

った二日ではありましたが、とても多くの思い出が作れたし、別れるのが淋しかった 

です。 

次にＪＵＭＰを観ました。テコンドーとお笑いを混ぜたような舞台で、言葉さえ解 

りませんでしたが、とても面白くて良い思い出になりました。 

次に中華のコース料理を食べに行きました。味は少し辛いものもあったけど、とて 

も美味しかったです。 

最後の日は最古の建造物を見に行って、南大門市場へと行きました。南大門もとて 

も栄えていて活気がありました。最後にプルコギ料理を食べて日本へと帰ってきまし 

た。今回、このような海外研修というものを通じて、とても貴重な体験をさせてもら



い、また多くのことを学ばせてもらい、とても良い研修となりました。 

ロータリーの方をはじめとする、関わって下さった全ての方々に感謝したいと思い 

ます。ありがとうございました。 

私たち高校一年生四人は、八月六日から九日まで韓国へ海外研修に行きました。私 

たち四人は、中学生の頃からこの海外研修をとても心待ちにしていました。 

待ちに待った一日目。私たちは緊張しながら関空に行きました。韓国に着き、バス 

移動。まず、統一展望台と自由の橋を見に行きました。普段、テレビ等でしか見れな 

かった北朝鮮を目の当たりにし、とても貴重な体験をしました。その後、夕食を食べ 

ました。韓国でのカルビ料理は、とてもおいしかったです。 

二日目は、朝から現地の学校へ行き、学生達との交流会を行いました。現地の学校 

の活動報告があり、私たちも頑張らなくてはと思いました。一緒に昼ごはんを食べた 

後、みんなで障害者施設へ奉仕活動をしに行きました。 

グループに分かれ、障害者の方々が生活している部屋へ行き、掃除をしたり、遊ん 

だりしました。 

現地のインターアクター達は、このような大変な仕事を毎週していると聞いたので、 

とても感心しました。その後は、ホテルへ全員が戻り夕食会をしました。現地のイン 

ターアクターと沢山話せて、とても楽しかったです。 

そして韓国へ来て三日目。この日は、私たちが一番楽しみにしていた日でした。グ 

ループになって、韓国民族村へ行きました。百年前の韓国のことを、私たちがわかる 

ように丁寧に英語で教えてくれ、詳しく知ることができました。その後、明洞へ行き 

自由行動。現地のインターアクター達のお勧めの店へ行きご飯を食べたり、買い物を 

したりしました。気がつくと、アッという間に時間が過ぎていて、とてもビックリし 

ました。インターアクター達と別れる時になってしまい、名残惜しい空気のまま私た 

ちはミュージカルＪＵＭＰを観にいきました。言葉の壁を感じさせない迫力満点のシ 

ョーに、私たちは瞬きするのを忘れるくらいとても感動しました。 

夕食は、南大門ロータリーの方々が用意して下さった歓迎会で中華料理をいただき 

ました。 

そして最終日の四日目。朝から昌徳官をガイドの方に案内していただいた後、南大 

門市場へ行きました。南大門市場には見たことのない食材などが沢山並んでいて、こ 

こも明洞と同じように賑やかな場所でした。その後、沢山お土産を買い、昼食を食べ、 

無事に日本へ帰りました。 

今回、私たちはこの海外研修でとても貴重な体験をすることができました。なかで 

も、韓国のインターアクター、そして大阪の他校のインターアクターと交流したこと 

は一生忘れません。このような経験を、これから自分たちに生かしたいと思います。 

最後になりましたが、この海外研修に関わって下さった全ての方々に感謝の気持ち 

を伝えたいと思います。本当にありがとうございました。





「 行水の 捨てどころなし 虫の声 」 

上島鬼貫 

行水に使った水を捨てようと思うと、あそこにもここにも、 
いい声で虫が鳴いているので、水を捨てる場所がない。 
捨てれば虫の音を止めてしまうから。 
「行水」＝たらいに水を張って浴びること 
季語：虫の声（秋）


