
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今 期 累 計 837,000円 

年 間 予 算 2,200,000円 

達 成 率 38.05％ 

 

 

・4/14   大東中央 RCとの２クラブ合同例会中止 

・4/20   例会臨時休会 

・4/27   例会臨時休会 

 

 

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 
 
 

◆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 
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OSAKA JAPAN 

CLUB WEEKLY BULLETIN 

令和 3 年 4 月 20 日発行   No.2533 2021.4.13（No.2532）の例会記録 

 

 

大東ロータリー会長テーマ 

「 ロータリーの機会はであい から 」 

◆ 出席報告（4月 13日分） 

 

      例会臨時休会 

 

前々回 3月 30日分 

会員数 39 名 出席数 21 名 欠席者 0 名 

特定免除 8 名 その他免除 10 名 

出席率 100％ 

       

後面に記載 

 

 「  未定  」 

         大東 弘 会員 

 
２０２０年～２０２１年度 

 
国際ロータリーのテーマ 

 
国際ロータリー会長  

 
  ホルガー・クナーク 

今週の予定   （4月 20日） 
お知らせ 

創立 1967年 12月 26日 
■会長 佐藤 多加志 
■幹事 東村 正剛 
■広報委員長 森田 武雄 
（会報） 

次週の予定   （4月 27日） 

先週の例会報告 

ニコニコ箱 

 

ロータリーは機会の扉を開く 

 

  

「雑感 ロータリーについて」 

         樋口 秀和 会員 

   

  



 

 

      

 

皆さん、こんにちは 

残念な事にまた、「例会休会」となってしまいました。 

緊急事態宣言が解除され「感染者数」が増加し近況では東京を上回る新規感染者 

数となっています。「まん延防止等重点措置」で歯止めが掛かり抑止され病床使用 

数を含め減少する事を望む所ですが、やはり個々の危機感と注意喚起が必須です。 

皆さんもくれぐれも留意されます事をお願い致します。 

さて、過日お話していた「ガバナー補佐選出」の件ですが会長幹事会で当クラブ 

の輪番となっていた 2020-2023 年度に於いては時間的観点から「地区にて専任」 

する旨報告があり決定すれば選出クラブと当クラブの輪番を入れ替える事で決定 

しました。皆様にはご心配をお掛け致しましたが、ここにご報告させて頂きます。 

今月から、当クラブが御世話する米山奨学生の蔡さんですが、本来本日の例会に 

出席頂き皆様に紹介させて頂く予定でしたが休会により次回再開まで延期となり 

ます。 

本年度期中は、中エレクト、大矢会員に前奨学生のタオさん同様カウンセラー並 

びに御世話を宜しくお願い致します。 

先週予定では「春の家族会」でした。非常に残念ですが秋に引き続き延期となり 

ましたが、この状況では、本年度としては開催できないかと思います。会長任期 

まで 2 か月半、「親睦」と「奉仕」の観点から会長として何が出来たのか? と時間 

だけが過ぎ去っていったのかなと悔いる事も屡々・・・・・ 

しかし、残された期間 楽しく、精一杯努めていく所存です。皆様も、この様な環 

境下ではありますが、「I serve」精神で楽しく生活されます事を祈念申し上げま 

す。本日も、新たな気づきと出会いとなる事を願い会長の時間と致します。 

有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 佐藤 多加志 

 

 

 

 

会長の時間 



 

 

 

 

          「インターアクトについて」 

                インターアクト委員会  中崎 諭 委員長 

 

① 皆様、改めましてこんにちは。本日卓話担当致します インターアクト委員会 

 の中崎です。宜しくお願いいたします。 

② 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。 

③ 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。 

④ 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。 

⑤ 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（し 

ょうれい）されています。 

 

先週の卓話 



 

 

⑥それでは本年度の当地区のインターアクト委員会の方針についてご説明いたし 

ます。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 

⑦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。 

➇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。 

⑨ 大阪桐蔭中学校・高等学校は週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。 

⑩浪速中学校・高等学校は普段の主な活動は、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。 

⑪四天王寺高等学校・中学校は週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。 

 

 



 

 

⑫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。 

⑬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。 

⑭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。 

⑮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。 

⑯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。 

⑰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。 

⑱つづきまして、インターアクト年次大会についてご報告いたします。 

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。 

⑲続きまして、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。 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大東市立子ども発達支援センターより 

     感謝状が届きました 


