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◆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？

２０１５年～２０１６年度

大東ロータリー会長テーマ
「 輝かしい伝統を心に・変革を！ 」

国際ロータリーのテーマ

平成 27 年 9 月 29 日
今週の卓話

国際ロータリー会長

世界へのプレゼントになろう
No.2308

K.R.ラビンドラン

H27.9.15 (No.2307 の例会記録)

ゲスト

（9 月 29 日）

桐蔭インターアクトクラブ
「 人生は目標を持って生きる

」

顧問 北澤

池田 實 会員

次週の予定
「

（10 月 6 日）

巨峰

親睦委員長

田村 美侑
が
ロータリーソング

「日も風も星も」
「四つのテスト体操」

先週の例会報告
◆ 出席報告（9 月 15 日分）
41 名 出席数 33 名 欠席者 4 名

ニコニコ箱

特定免除 4 名 その他免除 0 名
出席率 97.12％

後面に記載

前々回 9 月 1 日分
ホームクラブの出席者 36 名

94.74％

メークアップの結果 38 名
特定免除 3 名

その他免除

0名

欠席者 0 名

修正出席率 100.00％

氏

インターアクター 寺﨑 彩乃 さん

秋の家族会 」
杉原

会員数

亜紀

さん

会長の時間

小川

芳男

会長

こんにちは、９月は、基本的教育と識字率向
上月間という事だそうです。
（クラブだけでなく、ロータリアン一人ひと
りが、ロータリーの活動に参加するよう強調す
るため、国際ロータリー（ＲＩ）理事会が指定
した月間のことです。
）と書かれています。
義務教育が憲法に謳われ、世界で最も識字率
が高い日本において、ロータリアンのするべきことは、世界に思いを馳せる事なの
か、我が国の教育の問題点を考える事なのか、あれやこれやと考えています。
生きていく上で最低限必要なものは、
・・・この問いに、恵まれた日本という国家
のもと裕福な環境に生きる私達には、恵まれない貧困の環境を空想する少しの時間
が必要です。
食べられる物とそうでない物との区別は、生命の維持に直接かかわる重要な能力
で、衣類は、暑さ寒さをしのぐのみでなく身体を守る物として、人類の寿命を延ば
してきたはずです。
これらの情報や能力をどうやって身につけるか、太古の昔から人類は教育を大事
にして来ています。
そこまで太古の世界にまでさかのぼらなくても、人はパンのみにて生きるに非ら
ず。神の口から出るひとつひとつの言葉による。と聖書に書かれているように、食
物と同じだけ言葉が大事なのだと書き記しています。人間社会では、コミュニケイ
ション能力が大きな位置を占め、言語という物が、それを書き記す文字と云う物が、
人類の進化にどれほどの貢献をしたことか、計り知れないものがあります。
この能力を手に入れると人類は、ロケットに点火したように進化の速度を上げて
いきます。
それだけ大事な言葉を書き記した文字を、読み取ることが出来ない人が、書き記
すことが出来ない人が、２１世紀の今も存在することは、事実なのです。
漢字とひらがなカタカナのような表意文字と表音文字の両方を混在させて使う言
語は、非常に珍しく、文字数がやたら多く第二次大戦後ローマ字表記を進める勢力
も有ったそうですが。日本人の圧倒的な識字率の高さが、それを押しとどめたとい
う風に聞いています。また、ご先祖様に感謝です。
結局、日本語の自慢話になってしまいました。

委員会報告
◎ニコニコ箱委員会
・入会記念日

中野

自祝

隆二 委員長

山田

伸

君

・インターアクトクラブの皆様、ようこそおいで頂きました
ごゆっくりお過ごしください

感謝

小川

芳男

君

・本日も宜しく御願い致します

感謝

大矢

克巳

君

大東

弘

君

福富

經昌

君

感謝

田川

和見

君

・藤本先輩、大変お世話になりました

木村

克己

君

中野

秀一

君

東村

正剛

君

中嶋

啓文

君

中野

隆二

君

・佐藤委員長、市民まつりおつかれ様でした
小川会長、髙島直前会長、中嶋さんお世話になりました
・大矢さん此の度は大変お世話になり有難うございました
しなの鉄道「ろくもん」を楽しんで来ます
「或る列車」も宜しく

又いつか、

御礼、感謝申し上げます

・今週で手のギブスが取れます

・会長、幹事ありがとうございました

感謝

感謝

・市民まつりお疲れ様でした
小川会長、中嶋さんごちそう様でした

感謝

・会長、幹事、大東君、中野君、東村君、特に歌のヘタな髙島君、
市民まつりの後の楽しい夜をありがとう

感謝

・本日もニコニコ箱への御協力ありがとうございます

◎インターアクト委員会
９月１４日に

空門

満也

委員長

第 2660 地区インターアクトクラブ合同会議がガバナー事務局のおいて

開催されました。海外研修の反省点や年次大会等について議論され、海外研修につい
ては現在も台湾のインターアクターとメール、ライン等で交流を続けているとの話も
ありました。本日もこの後海外研修の卓話もございます。宜しくお願い致します。

◎ロータリー財団委員会

大西

寛治

委員長

地区より 2015－2016 年度（派遣年度 2016 年）ロータリー財団奨学生募集の案内です。
ロータリー財団の補助金による奨学生候補者を募集致します。該当候補者がおられ
ましたら是非、当委員会までスポンサークラブとしてご推薦下さい。
財団奨学生についてご質問などございましたら、ご遠慮なく地区財団委員会まで問
い合わさ下さいますようお願い申し上げます。
募集奨学生候補：
グローバル奨学生

⇒６重点分野に貢献するキャリアを目指す大学院生や職業人

ロータリー平和フェロー⇒草の根や国際レベルで、平和活動に貢献する人材
応募締切：
グローバル奨学生

⇒2015 年 9～10 月

ロータリー平和フェロー⇒2016 年 5 月予定
※6 重点分野
平和と紛争予防/紛争解決・疾病予防と治療・水と衛生・母子の健康・基本的教育と識字率
向上・経済と地域社会の発展

大東歴史散歩コース

古堤街道に沿って・・・・・・・・

パート 4

＜ 太子田地区 ＞
⑦ 太子堂
伝承ではこの地
に善根寺（ぜんごんじ）という
七堂伽藍の古刹があったとい
う。その寺にあった聖徳太
子孝養像を大正 10 年にお堂を
建てて祀ったのが始まりで
あるという。

⑧ 大神 社
祭神は天照大
神。本殿は神明造りで本殿前左
右狛犬の台座から文政十年
（1827）新造と判明。拝殿は文
久三年（1863）に建立。

◎社会奉仕委員会

木村

克己

副委員長

９月１３日の日曜日に開催されました「大東市民まつり」では、例年通り夕方の盆
踊り準備に２０名ものメンバーの皆様にご参加頂いたお陰で短時間のうちに終了する
ことが出来ました。
本当にありがとうございました。
来る９月１８日の金曜日に「秋の交通安全運動週間キャンペーン」が行なわれます。
早朝７時３５分の集合となっておりますので、多くの皆様のご参加をよろしくお願い
いたします。
尚、当日は大変申し訳ありませんが、佐藤委員長及び副委員長の私も所用の為、不
参加とさせていただきます。出欠及び取り纏めに付きましては本年度社会奉仕委員の
吉村会員にお願いしておりますので、ご了承合わせてお願いいたします。

先週の卓話

「

インターアクト海外研修について 」

担当

空門

満也

桐蔭中学高等学校
インターアクター

インターアクト委員長
顧問

北澤

亜紀

氏

寺﨑彩乃さん、田村美侑さん

○海外研修を終えて
大阪桐蔭高等学校２年

寺﨑彩乃さん

今回、私は八月四日から七日までの四日間台湾へ海外研修に参加させていただき
ました。
四日間の中で一番印象に残った日が二日目です。その日は台湾のインターアクタ
ーとの交流がありました。朝からどきどきしながら台北商業大学に行くと、台湾の
インターアクターの皆さんが拍手と歌であたたかく迎えてくれました。日本のイン
ターアクターからも合唱を披露し、各学校からのプレゼンテーションを行いました。
私は大阪桐蔭の代表として「花見と大阪城の３D マッピング」のプレゼンテーショ
ンを発表させていただきました。事前準備として、日本語で文を考え、英訳し、パ
ワーポイントの映像作成をしたのですが、初めてパワーポイントを使ったので難し
くて時間がかかってしまいました。発表するときも緊張が高まり、自分の納得でき
る発表はできませんでしたが、大勢の人の前で話ができ良い経験となりました。そ
の後、レクレーションをして皆で遊んだり食事をとったりしました。
午後からは台湾のインターアクターと一緒にシングルマザーがしている焼き芋販
売を手伝いました。台湾のインターアクターに教えてもらった中国語で精一杯呼び
かけました。夏に熱いサツマイモなんて売れるのかと心配していましたが、台湾の
人たちはとても快くたくさんのお芋を買ってくださいました。中にはお釣りはいら
ないと言ってくださる方もいてとても嬉しかったです。奉仕活動の合間では台湾の
インターアクターが様々なことを教えてくれました。町のいたるところで見られた
誰でも無料で使うことのできる自転車は資源の無駄遣いを減らすために考え出され
たそうです。町中で目立つために、全てのタクシーが黄色に統一されているという
ことや制服がジャージの学校もあるようです。台湾は親日であり、日本語もよく通
じると聞いていたので日本に似ているのかと思っていたので、このような様々な違
いにとても驚きました。
夜は welcome party で台湾のインターアクターがダンスや歌でもてなしてくださ
いました。その時に連絡先を交換することができ、今も連絡を取っており、今後も
この大切な関係をより築きあげたいと思っています。
私は今回の海外研修で、自分の知らないことをたくさん知ることができたととも
に、自分の英語力のなさや積極性のなさを痛感しました。自分が思っているよりも、
もっともっと知らないことがありました。しかし、自分の知らないことを知るのは
とても楽しいので、この探究心を忘れることなく過ごしていきたいです。
このような貴重な経験をするためにご尽力くださった全ての方に感謝の気持ちで
いっぱいです。本当にありがとうございました。

○充実した海外研修
大阪桐蔭高等学校２年

田村美侑さん

このインターアクトクラブの海外研修で行った台湾では、日本とは異なり、普段
映画で見るような風景を見ることができ、また自分たちと同年代の人たちと言葉の
壁は感じつつも交流できたことが嬉しかったです。
行きは飛行機のトラブル、二日目の奉仕活動の時のゲリラ豪雨、帰国日の台風な
ど心配事や問題はありましたが、本当に充実した四日間だったと思います。その中
で私にとって三日目の出来事が一番心に残っています。まず、朝に仇分に行きまし
た。仇分はジブリの作品「千と千尋の神隠し」の題材となった場所と言われており、
台湾へ行く前から楽しみにしていました。着いてしばらく歩くと「湯婆婆的湯屋」
という名前のお店を見つけて感動しました。全体的に幻想的な空間で何段もの石段
が続き、屋根にはたくさんの提灯や旗がかかっていたり、猫がたくさんいたりと別
世界に入ったのではないかと勘違いしてしまうような雰囲気でした。もし機会があ
るならば一度夜にも行ってみたいです。次に昼食をしに台北１０１へ行き、本格的
な小籠包を食べました。初めて小籠包を食べたのですが、一口食べたとたんにあふ
れ出る肉汁や軟らかな肉が忘れられないくらい美味しかったです。小籠包を存分に
堪能した後、現地のインターアクターの方と合流し、松山文創園区に行きました。
ここはもともとたばこ工場で今は美術公園とされていました。四時間ほど自由研修
として見学や観光を満喫しました。ホテルに戻ると Farewell Dinner のために、浴
衣に着替えました。今まで自分で浴衣を着たことが無かったため、何度も日本で練
習し何とか自分で着ることができました。Dinner ではずっと一緒に活動していたメ
ンバーと食事を取り、みんなで赤いはっぴを着て一緒に河内音頭を踊りました。私
はあまり踊るのは得意ではありませんが、一生懸命リズムをとりながら踊り、台湾
のインターアクターに伝えることができました。言語は違っても音楽や踊りは一緒
に楽しむことができるということを身に感じました。踊り終わるともう別れが来て
しまい寂しい気持ちを感じつつも、次に会うために、今後交流していくために連絡
先を交換しました。
最後になりましたが、今回海外研修をする際にマーズの猛威により一時開催自体
が危惧されましたが、無事に終えることができ、ご尽力くださったロータリークラ
ブの先生方には本当に感謝しております。ありがとうございました。

２０１５～２０１６年度
●第４回クラブ協議会のお知らせ●
岩本ガバナー補佐をお迎えして、第４回クラブ協議会を下記の通り開催いたし
ます。
理事・役員・委員会委員長の皆様はご出席下さいます様、お願い申し上げます。
日

時

２０１５年９月２９日（火）

場

所

市民会館

４階

本日 例会後～

大会議室（例会場）

＊ご都合の悪い方は、副委員長の出席をお願い致します。

