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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？

（会報）

大東ロータリー会長テーマ

「もっと自由に、愛をこめて」

国際ロータリー会長

２０１８年～２０１９年度

インスピレーションになろう

国際ロータリーのテーマ

平成 30 年 9 月 25 日
今週の予定
山本

（9 月 25 日）

博史

ガバナー

次週の予定
「

No.2433

公式訪問

（10 月 2 日）
秋の家族会

親睦活動委員会

間

」
紀夫

出席数

特定免除 3 名
出席率

31 名

その他免除

(No.2432 の例会記録)

お知らせ
・9/25

ガバナー公式訪問

・9/27

大東 RC

・10/2-3

秋の家族会

・10/9

休会

・10/13

地区

第 1 回ゴルフコンペ

広報・情報・公共イメージ向上セミナー

委員長

◆ 出席報告（9 月 11 日分）
40 名

H30.9.11

RI2018 年 決議審議会決議案 説明会

先週の例会報告
会員数

バリー・ラシン

欠席者 6 名
0名

14:00～
・10/16

弁論大会

・10/22

交野 RC35 周年チャリティーゴルフ

・10/23

休会

協賛金贈呈式

・11/4

インターアクト年次大会

・11/9

大東市小中学生弁論大会

10：00～

83.78％

ニコニコ箱

前々回 8 月 21
ホームクラブの出席者 31 名
メークアップの結果

86.11％

36 名

特定免除 4 名

その他免除

欠席者
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2,500,000 円
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国際ロータリー
第 2660 地区 ガバナー プロフィール

山本 博史

（やまもと ひろし）

生 年 月 日 1953 年９月 14 日生
職 業 分 類 食品工業
職
業 株式会社小倉屋山本 代表取締役社長
所
在
地 〒542-0081 大阪市中央区南船場４丁目 10 番 26 号
経
歴 1977 年 慶應義塾大学経済学部 卒業
株式会社第一勧業銀行（現・みずほ銀行） 入行
1981 年 株式会社小倉屋山本 代表取締役社長 現在に至る
ロータリー歴 大阪南 RC 入会 ： 1988 年６月７日
2000-01 年度 幹事
2008-09 年度 副会長
2010-11 年度 会長エレクト
2011-12 年度 会長
2012-13 年度 直前会長
2013-14 年度 会員選考委員長
第 2660 地 区 2005-06 年度 地区幹事
2006-07 年度 地区代表幹事
2007-08 年度 財団奨学金・学友委員
2012-13 年度 財団ＦＶＰ委員
2013-14 年度 ロータリー財団地区補助金・グローバル補助金
担当グループ委員
2014-15 年度 財団補助金小委員会 地区補助金・グローバル
補助金担当グループ委員
2015-16 年度 ロータリー財団委員会 資金管理小委員会 委員長
そ
の
他 ポール・ハリス・ソサエティ
ベネファクター
メジャードナー
米山功労者（マルチプル）
賞
罰 2005 年５月 産業功労賞 受賞

会長の時間

中嶋

啓文

会長

こんにちは。
今日は、丹羽ガバナー補佐が来られております。
例会終了後、クラブ協議会を行います。委員長の
皆さまは、クラブ奉仕活動での疑問や、地区に対
する質問など忌憚のない意見をお聞かせ下さい。
丹羽ガバナー補佐さま、後ほどよろしくお願い致
します。
先週は近畿地方を直撃した台風 21 号の影響で、
初めてだと思いますが、例会を休会とさせていた
だきました。多くの方が被害に遭われたこととお見舞い申し上げます。僕の会社も
外壁に取り付けてあった大きな看板が落ちてしまいました。幸い怪我人もなく無事だ
ったのですが、新たに作り直さねばならなく出費がかさみます。1 円でも多く保険金
が下りますよう、樋本くんよろしくお願いいたします。
そして、北海道で起こりました震度７の大地震。被災者の皆さまには謹んでお見舞
い申し上げます。後日、みなさまには災害義捐金を募ることとなりますが、お力添
えの程よろしくお願い致します。
今日は、赤い羽根募金です。こちらもよろしくお願い致します。
2 週間の間があいてしまったのですが、その間にいろいろな事がありました。先週
日曜日には、第 39 回ロータリー旗杯争奪少年野球大会の開会式が行われました。雨
が心配されましたが、絶好の野球日和となり、毎年恒例の始球式もさせていただき、
無事終えることができました。空門委員長、ご苦労様でした。そして、日曜日にも
関わりませず 16 名もの多くの会員の皆さまの参加をいただき有難うございました。
また、先週の金曜日には谷川中学校で出前授業を行ってきました。大東ロータリー
クラブ選りすぐりの若手 6 名の講師により実施しましたが、6 つのクラスの生徒たち
は、担任の先生も驚かれるくらい無駄口もなく、聞き入っていました。柿木委員長、
講師のみなさん、そして広報に来ていただいたみなさん、ご苦労様でした。
その前の週には、間委員長、大矢会員、木村幹事と共に、秋の家族会の下見に行っ
てきました。ご苦労様でした。皆様に喜んでいただける様な企画をあれこれ練って
参りましたので、是非とも、奥様とご同伴でご参加いただきます様お願い申し上げ
ます。家族会の趣旨は、
『感性を高めよう』です。
先月の話となると、まだ 3 週間しか経っていないのですが、もう随分前だと思っ
てしまいます。
第 100 回目の全国高校野球大会が終わりました。地元大阪桐蔭高校が史上初とな
る 2 回目の春夏連覇を達成し、
大川会員が作曲された校歌を幾度となく聞きました。
おめでとうございます。
しかし残念なのは、史上初 2 回目の春夏連覇を達成した大阪桐蔭高校よりも、103
年ぶりに決勝へ進んだ秋田の金足農業高校だけを取り上げていたマスコミです。特
にエースの吉田くんだけをクローズ・アップして連日報道していました。決勝まで
来て精一杯頑張って敗れてしまった涙。一方では、昨年の大会で負けてから、一段
階上を目指し心身ともに鍛え上げてきた大阪桐蔭高校の選手たちが、胸を張って言
うことができる努力で報われた、達成感の涙。どちらも尊いものでありますが、結

果を残した高校生の報道をしなかったマスコミを、どう思われましたか。マスコミ
に不快感を覚えたのは僕だけでしょうか。
最期になりますが、先週の土曜日に、岡本日出士会員の「旭日小綬章受章を祝う
会」が開催されました。おめでとうございます。大東ロータリークラブでは、６人
目の受賞者であります。人が主体のロータリークラブでまた一人優秀な会員が認め
られたことと、嬉しく思います。大東ロータリークラブの名声を一段とあげていた
だき、誠にありがとうございます。これからの増々の活躍を期待しております。岡
本さんよろしくお願い致します。
今日は、報告ばかりで時間を取ってしまいましたが、ロータリーのことは、ガバ
ナー補佐にお任せしてバトンタッチをしたいと思います。

丹羽ガバナー補佐が来会され、ご挨拶頂きました。

9 月のお花
9 月に入り朝夕が涼しくなり、秋の気配を感じる季節に
なりました。
今月のお誕生日花は、一足早く秋の紅葉色でアレンジ致
しました。
紅葉している葉は、ファーガスといいカエデの葉を染め
ています。
ピンポン菊や、ケイトウ、エリンジュームなど秋花で一
層秋感を増したアレンジになっております。
誕生日おめでとうございます。
＜花言葉＞
ピンポン菊（黄色） ― 真実、高貴
鶏頭
― おしゃれ、気取り
エリンジューム(紫) ― あなたを最も愛する

木村

幹 事 報 告

克己

幹事

＜9 月度（第 3 回）定例理事会＞
1. 秋の家族会の件

・・・・・承認

2. 市民まつりの件

・・・・・承認

3. 平成 30 年共同募金（バッチ募金）の件

・・・・・承認

4. ＷＣＳ事業の件

・・・・・承認

台風 21 号および地震、度重なる災害に際し、台北雙溪ＲＣ
お見舞いを頂きました。

嚴

東霖

会長より

2018/9/10
大東ロータリークラブ
中嶋会長
メンバーの皆様へ

過日の豪雨・台風・地震など度重なる災害をニュースなどで知りました。
災害に対する復旧活動・救助活動に国民の皆様の支援活動に感銘を受けました。
犠牲者の皆様には追悼の意を雙溪ロータリークラブを代表し表します。
一日も早い復旧と復興並びに日本国民の平和的・豊かな生活を心よりお祈り申し上げます。

台北 雙溪扶輪社 社長
嚴

東霖

委員会報告
◎ニコニコ箱委員会
森岡 信晶 委員長
・誕生日 自祝
樋口 秀和 君
・誕生日 自祝 誕生日当日、台風 21 号 ケガ無く無事に感謝！！ 大東
弘 君
・誕生日 自祝
中
恒夫 君
・誕生日 自祝
東村 正剛 君
・結婚記念日 自祝
小林 誉典 君
・台風及び北海道地震の被災者皆さんにお見舞い申し上げます
中嶋 啓文 君
・理事会日程御協力ありがとうございました
木村 克己 君
・理事会欠席
田川 和見 君
・頑張らなアカン！！
佐藤 多加志君
・皆さんのおかげで祝賀会にぎやかに終了しました 有難う
岡本 日出士君
・皆様に感謝
大西 寛治 君
・臨時理事会 欠席お詫び
藤本 和俊 君
・隆ちゃん、お世話になります 感謝
中野 秀一 君
・大東ロータリー旗争奪少年野球大会開会しました 中嶋会長はじめご参加頂きまし
た会員の皆様ありがとうございました 感謝
空門 満也 君
・中野秀一さんありがとうございました 本日の卓話宜しくお願い致します 感謝
中野 隆二 君
・9/7 出前授業 御協力頂きました皆様ありがとうございました 感謝
柿木
篤 君
・皆様のニコニコに感謝
森岡 信晶 君

☆今週のお祝い

~ 9 月 Happy

Birthday

結婚記念~ ☆

誕生記念・樋口会員・大東会員・中会員・東村会員
結婚記念・小林会員

◎青少年奉仕委員会

空門

第３９回大東ロータリークラブ旗杯争奪少年野球大会

満也 委員長

開会式が９月２日（日）９時

に大東公園におきまして開催されました。
心配された雨に見舞われることなく、開会式におきましては中嶋会長より大東ロータ
リークラブの青少年奉仕事業への取り組みを話され、開催に当たり関係者の方々への
お礼を語られ、また選手の少年少女へ、野球というスポーツから心、愛を学んでこれ
からの人生に役立ててほしいと話されました。
また選手宣誓では、諸福スパイダースのヨシドメリュウタ君がいきなり宣誓すること
になったにもかかわらず非常に頑張って宣誓したのが印象的でした。
始球式も会長の内角へ入った剛速球？をサンダースのバッターが難なくかわし、無事
プレイボールされました。
当日は１６名もの会員の方にご参加いただきました。誠に有難うございました。
また９月 23 日（日）午後２時３０分決勝戦開始

午後４時閉会式となっております。

（雨天）の場合は翌週９月 30 日（日）です。ご参加の方よろしくお願いします。

経営者によるキャリア教育学習出前授業
於：谷川中学校
２０１８年 9 月 7 日（金）、大東市立谷川中学校におきまして「経営者によるキャリ
ア教育学習出前授業」を実施させて頂きました。
尚、講師への謝礼として頂戴した謝礼金は、中嶋会長から谷川中学校に贈呈をさせて
頂いております。ご参加いただきました会員の皆様ありがとうございました。
職業奉仕委員会 委員長 柿木 篤
＜参加メンバー＞
参加者
中嶋会長、木村幹事、橋本直前会長、柿木会員、中崎会員、山田会員
講 師
空門会員、間会員、中野（隆）会員、森田会員、岡井会員、生駒会員

◎社会奉仕委員会
９月１６日（日）に行われました「第３８回

中

恒夫 委員長

大東市民まつり」では多くのメンバー

の皆様にご協力頂き無事終了することができました。

9 月 11 日例会時に集めさせていただいた「バッジ募金」は合計 32,000 円となりました。
会員皆様の温かいお気持ちに感謝申し上げます。

先週の卓話

「地区インターアクト委員会

活動報告について」

RI2660 地区インターアクト委員会
中野 隆二 委員長
皆様、改めましてこんにちは。
本日卓話担当致します、地区インターアクト委員会、委員長を仰せつかります中野隆二
と申します。宜しくお願いいたします。
それでは地区委員会の実績と広報をさせていただきます。
インターアクトとは何か
インターアクトは、12 歳から 18 歳までの青少年のための奉仕クラブです。奉仕地域
にあるロータリー･クラブが提唱クラブとなり、提唱校の青少年に楽しく、また意義
のある奉仕プロジェクトに参加できるよう指導しています。提唱クラブのロータリア
ンからの熱心な協力により、インターアクターは指導力を身に付け、他の学校のイン
ターアクターとも新しい友情を築いています。さらにロータリークラブに新しい活力
をもたらすだけでなく、奉仕のアイディアを生み出し、プロジェクトへの支援を高め、
我々ロータリアンも共に成長していくことができます。
インターアクトの成り立ち
インターアクトという言葉は、「インターナショナル」と「アクション」の合成語で
す。1962 年、アメリカのフロリダ州 メルボルン高校にて最初のクラブが結成されま
した。約 47 万人の会員と世界の 159 ヶ国そして地域に 20,372 ものクラブを世界中に
持つインターアクトは、若者の情熱と活気に満ちた奉仕活動で力強いパワーを発揮し
ています。
次に、当地区のインターアクトクラブについてご説明いたします。現在 2660 地区に
は１０のインターアクトと１１の提唱クラブがあり、各クラブ、また合同で様々な奉
仕活動を行っております。過去には、大阪ロータリークラブが大阪市立東中学校を、
大阪南西ロータリークラブが大阪教育大学付属平野中学校・高等学校と四天王寺羽曳
が丘（はびきがおか）中学・高等学校を、大阪阿倍野ロータリークラブが大谷中学校・
高等学校を、大阪城南ロータリークラブが明浄（みょうじょう）学院高等学校を提唱

しておりました。そして新たに 2018 年 7 月
１日、池田くれはロータリークラブが提唱
のもとアサンプション国際中学校・高等学
校インターアクトクラブが創立され、現在
はこの表にある１０校ございます。
インターアクトクラブ各校の状況
各校少なくとも毎月 2 回は会合を開くこと、
インターアクターはこの例会に 6 割以上出席
すること、この２つがＲＩからインターアク
ト･クラブに対して奨励されています。
本年度の当地区のインターアクト委員会の方針
次世代を担う青少年達が行う地域社会の奉仕と国際理解を深める活動に対し、自立性
溢れる生き生きとした活動環境をサポートし、指導力の更なる養成を目指します。
１．各事業の企画立案と実施に、各校生徒達の自発的な参加を促します
２．青少年奉仕部門が持っているプログラム（ライラ等）を通じて、よい友達をつく
る機会の拡大、ローターアクト・ローテックスとの交流を目指します。
３．各校と提唱ＲＣとの交流の強化・顧問教諭との情報交換、研究の強化・推進と新
クラブ創立発展に努めます
本年度活動計画
次に、活動計画をご説明いたします。一番大きな事業が海外研修でございます。海外
のインターアクトクラブやロータリアンとの交流を通して国際理解を深めておりま
す。本年度は８月２日～５日迄、台湾を訪問いたしました。担当校は大阪国際大和田
中学校・高等学校です。後程、海外研修事業報告を致します。
２つ目は年次大会です。各校のインターアクターとロータリアンが集い、社会奉仕イ
ベントや活動報告を行います。担当校は浪速中学校・高等学校です。
３つ目は活動報告書 スクラム誌の発行です。担当校は金光八尾中学校・高等学校です。
４つ目は新入生歓迎会です。各校の新入生・新入部員歓迎と学校間の交流を深める
ものです。来年の６月に浪速中学校・高等学校が担当校となり開催を予定しています。
５つ目は随時行っている合同会議です。ガバナー・地区委員・各提唱クラブ正副委員
長や委員・提唱クラブの顧問の先生方・インターアクターを招集し活動計画や概況報
告を通して情報交換をしております。
各校の活動内容を少しご紹介いたします。
「清風学園中学校・高等学校」 現在は中学・高校を合わせると 40 人近い大所帯で
活動しています。今年度は校内および学校周辺などの清掃活動や、ローターアクトが
開催する献血呼びかけ、そして赤い羽根募金活動に参加しました。

「大阪桐蔭中学校・高等学校」 週２回、学校
周辺の校外清掃活動が定期的な活動です。また、
あしなが募金活動を実施し、献血活動にも積極
的に参加しております。
「浪速中学校・高等学校」 普段の主な活動は、
校内および学校周辺などの清掃活動です。また、
浪速まつりにてポリオ撲滅への募金活動や献
血呼びかけ活動へ参加しております。
「四天王寺高等学校・中学校」 週２回、学校周辺の校外清掃活動が定期的な活動で
す。また、文化祭ではフリーマーケットを開催し、お客さんには恵まれない子供たち
についてのパンフレットを配布しています。
「金光八尾中学・高等学校」 7 月に夏期奉仕活動を実施しました。これは金光八尾
インターアクトクラブが設立されて以来、毎年続けてきた活動で、部員が活動を企画
し、道具の管理、当日の監督を行い、玉串川の清掃や土手の草刈りを行うものです。
9 月の文化祭では、展示とバザーを行いました。八尾ロータリークラブの方々にバザ
ーの品を提供して頂き、大成功を収めました。
「相愛中学・高等学校」 今年度はローターアクトが開催する献血呼びかけ、そして
熊本震災へ義援金の募金活動を行いました。
「大阪国際大和田中学校・高等学校」 今年度はあしなが学生募金活動と校内及び学
校周辺の清掃活動などを行いました。
「高槻中学校・高等学校」 普段の主な活動は、学校周辺及び市内各所の清掃活動で
す。また、あしなが学生募金活動や、薬物乱用防止キャンペーンにも参加しました。
「開明中学校・高等学校」 普段の主な活動は、校内および学校周辺などの校外の清
掃活動です。また、入院中のこども達が、こどもらしく過ごせる「こども時間」の創
設セミナーへ参加しました。
各インターアクトクラブの活動報告は以上です。
つづきまして、インターアクトの最大の行事であります、海外研修についてご報告い
たします。本年度は台湾、第 3461 地区を訪問し、担当校は大阪国際大和田中学校・
高等学校 IAC、提唱クラブは守口イブニングロータリークラブでした。インターアク
トの海外研修は現地インターアクターと交流し、さらに、現地の文化および生活にふ
れ、互いに国際理解を深めるというものです。

インターアクト年次大会につきましては、今年度は 2018 年 11 月 4 日に、浪速中学校・
高等学校 IAC、提唱クラブ大阪帝塚山 RC が担当となり年次大会を開催いたします。当
日は、海外研修と各学校で行われております活動報告、そして現在協議中でございま
すが講演会を開催し、社会奉仕と国際理解を深める講演会を予定しております。
新クラブ創立発展について皆様にお願いをさせて戴きます。
現在 2660 地区で 8１ロータリークラブが所属しインターアクトクラブの提唱ホスト
クラブ 1１、インターアクトクラブが１０校ございます。インターアクトクラブの提
唱を通じて、青少年によるボランティア活動やリーダーシップ養成を支援し、若者の
エンパワメントを後押しできます。インターアクトは、中学・高校の年代の若者たち
が自分の可能性を発見し、国際感覚を身につける機会となり、ロータリークラブにと
っても、若い世代との交流を通じてクラブに活力がもたらされることになります。
インターアクト委員会では提唱されておられない 7０ロータリークラブの皆様に、ご
理解とご協力を戴き、新クラブ創立発展について努めさせていただきます。新たな創
立に向けて候補学校並びに候補クラブなどがございましたら是非ともご連絡頂けま
すよう宜しくお願いいたします。
本年度、インターアクト海外研修事業報告を致します。
本年度８月２日(木)～５日(日) 台湾 RI３４６１地区 台中に訪問しました。参加
者：インターアクター５５名、各学校顧問１２名、ロータリアン４６名、看護師１名
(仁泉会病院)、添乗員２名(総勢１１６名)となりました。この海外研修ではインター
アクトクラブの素晴らしさを広めインターアクターに国際理解と奉仕の精神を学ん
で頂く事を目的とし、事前に現地での打ち合わせ、研修先の調査などを行ない、当初
の宿泊ホテルや各会場の変更そして各プログラム選定など、各事業に明確な目的をも
って会議を行ってまいりました。RI３４６１地区 G 張光男様(Mintong)を初め、台湾
１８RC の皆様と各学校関係者の皆様へ心より御礼申し上げます。
また、
大東 RC から中嶋会長初め沢山のメンバー様にご賛同頂き誠に有難うございました。

以上で地区インターアクト委員会の活動内容についてのご報告を終わらせていただ
きます。ご静聴ありがとうございました。

２０１８～２０１９年度
●第１回クラブ協議会開催●
９月１１日（火）例会後～、丹羽 一郎 ガバナー補佐をお迎えして 第 1 回クラブ協議
会が開催されました。
次回は２０１９年 1 月２２（火）例会後を予定しております。

