
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累        計 557,000円 

年 間 予 算 2,300,000円 

達 成 率 24.21％ 

 

 

・9/25  野球大会 閉会式 南郷公園 

・9/27  例会 宮里ガバナー公式訪問 

・9/28  塩釜東 RCへ訪問（会長・幹事）友好協定書 

・10/1  北条こども園 遊具寄贈 贈呈式 10:30～ 

・10/4-5 秋の家族会（熊本県） 

・10/8  公共イメージ向上セミナー 

           大阪 YMCA 13:30～15:00 

 

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 
ROTARY 

OSAKA JAPAN 

CLUB WEEKLY BULLETIN 

令和 4 年９月 27 日発行   No.2587 2022.9.13（No.2586）の例会記録 

 

 

  大東ロータリー会長テーマ 

 「多様性溢れる個性を尊重し、 
協調しながら未来へ」 

◆ 出席報告（9月 13日分） 

会員数 37名 出席数 29名 欠席者 3名 

特定免除 5名 その他免除 0名 

出席率 90.63％ 

 

前々回 9月 6日分 

会員数 37名 出席数 28名 欠席者 3名 

特定免除 6名 その他免除 0名 

出席率 90.32％ 

 

後面に記載 

     

      秋の家族会 

      森脇 克弥 親睦活動委員長 

 
２０２２年～２０２３年度 

 
国際ロータリーのテーマ 

 
国際ロータリー会長  

 
  ジェニファー・ジョーンズ 

今週の予定   （９月 27日） お知らせ 

創立 1967年 12月 26日 
■会長 中野 秀一 
■幹事 杉原 巨峰 
■広報委員長 岡井 康弘 
（会報） 

次週の予定   （10月 4日） 

先週の例会報告 

ニコニコ箱 

 

イマジン ロータリー 

 

  

ガバナー公式訪問 

         宮里 唯子 ガバナー 

 

 



 

 

氏 名 宮里 唯子（みやさと ゆいこ） 

生年月日 1958年 5月 23日 

茨木西 RC入会日 1998年 9月 2日 

職業分類 環境管理 

勤務先 株式会社 日本保健衛生協会 

役 職 代表取締役 

所在地 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町 1丁目 40番 2号 

経 歴 1981年   甲南大学 法学部卒 

1981-1984年 カリフォルニア大学ロングビーチ校 

       ロングビーチ シティ カレッジ 

1988-1996年 アイク株式会社 タイ・バンコク駐在員事務所 

1997年   株式会社 日本保健衛生協会 代表取締役 

2022年   現在に至る 

ロータリー歴 1998年   茨木西ロータリークラブ入会 

2003-2004年度  地区世界社会奉仕委員会委員 

2004-2007年度  地区世界社会奉仕委員会副委員長 

2007-2008年度  地区国際奉仕・WCS委員会委員長 

2009-2012年度  地区研修委員会委員 

2010年12月 

-2012年06月   地区財団FVP委員会副委員長 

2011-2015年度  地区災害支援プロジェクト副委員長 

2012-2013年度  地区財団FVP委員会委員長 

2013-2014年度  地区財団補助金小委員会委員長 

2014-2015年度  茨木西RC会長、地区財団委員会副委員長 

2015-2018年度  地区財団委員会委員長 

2018-2019年度   地区代表幹事 

2019-2020年度   地区財団委員会委員 

大阪のロータリー100周年および大阪万博  

に関する企画検討委員会幹事 

2020年4月 

-21年6月       地区財団委員会委員長代行 

2020-2021年度 大阪のロータリー100周年および大阪万博  

に関する企画準備委員会幹事 

        地区規定審議・ビジョン策定委員会委員 

2021-2022年度  地区青少年奉仕統括委員会委員長 

大阪のロータリー100周年準備委員会委員長 

その他 ロータリー財団 メジャードナー 

ロータリー財団 ベネファクター 

ロータリー財団 ポール・ハリス・ソサエティ 

ロータリー財団 功労賞 

賞 罰 なし 

 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        

 

皆さんこんにちは。本日も例会にご参加いただき誠に有難う 

ございます。さて、本日は国際ロータリー第２６６０地区 

ＩＭ第三組 塩谷ガバナー補佐と岩本ガバナー補佐エレク 

トにお越しいただいております。後ほどガバナー補佐にはご 

挨拶を頂戴し、例会後のクラブ協議会において本年度の地区 

方針などご教示いただきたいと思いますので、本日は宜しく 

お願い致します。また、米山奨学生のサイジュンアンさんに 

も例会にご参加いただき有難うございます。さて、先週の８日に英国の女王エリ 

ザベス２世がご逝去されました。９６歳、在位期間７０年という永きに亘りイギ 

リス国民の母親的存在として親しまれておられました。君主としては世界的に見 

ましてもフランスのルイ１４世の７２年と１１０日に次ぐ、史上２番目の長さだ 

そうです。亡き女王のご冥福をお祈りするとともに、ご長男のチャールズ新国王 

のもと英国が発展され、世界の平和と安定に貢献されます事を期待するところで 

す。一方、我々日本に目を向けてみますと本年７月８日に安倍総理が奈良市で銃 

撃され、残念ながら凶弾に倒れました。憲政史上最長の８年８か月に亘る総理大 

臣在任期間、内政・外交での大きな実績、国際社会からの高い評価、選挙期間中 

の突然の蛮行による逝去、以上４つの項目を理由として、国葬を執り行う方針で 

ある事が岸田内閣において発表されました。内閣総理大臣経験者の国葬としては 

１９６７年に行われた吉田茂の国葬以来、約５５年ぶりとなるのですが、国葬を 

執り行うか否かで議論が続けられております。 

ここで問題となるのは我が国には現在、「国葬」を直接定めた法律が存在していな 

いという事です。戦前は１９２６年に公布された「国葬礼」という勅令が根拠と 

なっておったようですが、現行憲法の施行に伴い失効しております。ちなみに、 

吉田茂氏の時はいわば特例的に、法的根拠がないまま「国葬」を行う事が決まっ 

たそうです。では今回の安倍総理の「国葬」を法律が無い中、どのようにして実 

施するのかといいますと、２００１年に施行された内閣府設置法４条３項「国の 

儀式並びに内閣の行う儀式及び業務に関する事務に関する事」を法的根拠に、国 

が行う儀式として閣議決定で行うという見解であります。内閣法制局はこの条文 

を根拠に、「国葬」を国の儀式として閣議決定で実施できると説明しております。 

当初はこれほどまでに反対の声は大きくなかったと思うのですが、コロナ対策や 

原油価格の高騰、急激な円安、旧統一教会と自民党との繋がりの根深さなど、国 

内の社会・経済環境が中々改善できない国民の不平不満が、自民党や岸田内閣に 

対する反発の声として噴出してきているように感じます。こんな殺伐としたご時 

世ではありますが、私たちロータリアンは地域や国家、世界平和の実現に向けて、 

個性豊かな皆様と共に「協調しながら未来」へ共に歩んでまいらなければなりま 

会長の時間 
会長 中野 秀一 

 

 

 

 



 

 

せん。本日の例会も皆様との友情が深まり、有意義な例会となります事を祈念申 

し上げ本日の会長の時間とさせていただきます。 

 

 

 

 

◎ニコニコ箱委員会                   委員長 中崎 諭 

・結婚記念日 自祝      小林 誉典  君 

・結婚記念日 自祝      谷中 宗貴 君 

・塩谷ガバナー補佐、本日はご来訪誠にありがとうございます。中野 秀一 君 

・本日、ピアノ贈呈式が執り行われました。関係各位、ご出席ありがとうござい 

ました。       杉原 巨峰 君 

       ・大東さん、空門さんありがとう    岡本 日出士君 

       ・西山キャプテン、ご苦労さまでした。楽しくラウンドしました藤本 和俊 君 

・ごぶさたしております      小川 芳男 君 

・今日も楽しい例会         佐藤 多加志君 

・中野会長、有難うございました。西山キャプテン設営お疲れ様でした  

         東村 正剛 君 

・本日、大東市長より感謝状をいただいてきました。ゴルフ同好会、優勝しまし 

 た        中嶋 啓文 君 

・ゴルフ同好会、西山キャプテンおつかれ様でした。中野会長、大変お世話にな 

りました       空門 満也 君 

       ・早退お詫び       間  紀夫 君 

       ・創立５５周年記念事業、電子ピアノ贈呈式が行われました。ありがとうござい 

ました        中野 隆二 君 

       ・西山キャプテン、ゴルフ欠席申し訳ありませんでした  柿木  篤 君 

       ・先週ゴルフコンペ参加して頂いた皆様ありがとうございました。中野会長、佐 

生さんお世話になりありがとうございました。  西山 潤一 君 

       ・不覚にも・・・ご迷惑おかけしました    谷中 宗貴 君 

       ・先日のゴルフ同好会、ありがとうございました  森脇 克弥 君 

       ・色々とあった１週間でした     樋本 有伸 君 

       ・本日の卓話よろしくお願い致します    生駒 智人 君 

       ・本日もあたたかいニコニコ箱へのご協力ありがとうございました  

          中崎  諭 君 

       ・西山キャプテンおつかれさまでした。森脇さん、岸沢さん、楽しかったです。 

        生駒さん、本日卓話宜しくお願いします。   中野  剛 君 

委員会報告 



 

 

       ◎国際奉仕委員会                   間 紀夫 委員長 

令和４年１０月１日（土）に北条こども園において、創立５５ 

周年記念事業及び WCS 事業として、遊具贈呈式が行われま 

す。午前１０時３０分開式予定となっております。皆様のご参 

加よろしくお願いいたします。 

 

 

 

◎青少年奉仕委員会     中野 隆二 委員長 

令和４年９月１３日の午前中、創立５５周年記念事業として 

電子ピアノの贈呈式が大東市市長室で行われました。大東市 

より感謝状をいただいております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      ◎米山奨学委員会              米山奨学生   蔡 淳安さん 

       

米山奨学生の蔡淳安さん（ｻｲｼﾞｭﾝｱﾝ） 

                                              に奨学金が手渡されました 

 

 

 

 

 

 

「大東インターアクト創立記念に因んで」 

                           生駒 智人インターアクト委員長 

 

 

 

 

 

      

皆様、改めましてこんにちは。本日、卓話を担当させていただきます。インターアク 

ト委員会の生駒で御座います。不慣れな為、お聞き苦しい点多々ございますが、ご容 

赦くださりますよう。どうぞ、よろしくお願いいたします。本来であれば、大阪桐蔭 

中学校・高等学校の顧問の先生とインターアクターをお招きし８月初旬に開催される 

予定でした国内研修の報告並びに活動報告をしていただく予定でしたが、国内研修が 

コロナ感染拡大の影響の為、地区委員会と各校で協議した結果残念ながら本年も中止 

となりました。大東インターアクト創立記念に因んでということですので、私しなり 

調べさせていただき、大東ローターリークラブ・インターアクトクラブが結成される 

までの歴史少しふれさせていただこうと思います。また、第 2660 地区インターアク 

ト委員会に出向もさせていただいておりますので、地区インターアクト委員会の活動 

報告もさせていただきます。 

■「ガバナー公式訪問クラブ活動概況報告書や会報（週報）を調べてまとめました。」 

1．1974-75 年度当時、地区に於いてインターアクト結成されたクラブは３クラブで 

あり、地区ガバナーからも結成推進の依頼が各会長宛に通達がありました。また、 

前年度委員長からの申し送りもあり、役員会（理事会）に於いて準備委員会を立ち上 

げ、インターアクト結成に向けて、協議しながら準備が進められて行きました。地区 

ガバナーから結成推進の依頼もありましたが、それだけではなく、青少年の健全な育

成の為に、前年度からインターアクトに注目されておられました。 

先週の卓話   



 

 

2.インターアクト会員は 18 才未満の高校生が対象であるので当時、クラブ管内には 

高校と隣接に 2 校があり対象校となりました。1.大東高校 2.四条畷高校 3.四条畷 

学園（私立）4.城東高等工業 5.大成高校（私立）準備委員は学校の先生を充分に知 

っておられる方、又は先生の経験者並びに高校生のお子様がおられるクラブ員の方が 

適当と考えられる。等、準備委員会で協議されて行きました。他にも沢山の課題があ 

り協議されたと思われます。1975-76 年度のクラブ活動概況報告書 青少年奉仕委員 

会 委員長 永田様 インターアクト結成 についての方針です。 

インターアクト結成について 

●年齢的に一番反抗期に当たる年頃であり、家族ぐるみ、地域社会ぐるみで暖かく見守 

り厳しく指導する必要がある。●問題を起こしてから指導するのではなく、それ以前よ 

り正しい知識と行動を身につけ心身の健康を計るために素材を生かし自然に親しむ心、 

何物も大切にする心を養いその中に自己の生命の尊さ生きる喜びを見い出せる心を育 

てる。●手始めとして、ボーイスカウト活動を柱として、一度に飛躍することは色々と 

困難があると思いますが、地域社会に貢献でき得るような組織に発展させて行くことを 

目指して行く。こうして、1976 年 6 月 12 日にボーイスカウトを基幹とするインター 

アクトクラブが結成されました。ここから大東インターアクトクラブ始まりになります。 

ボーイスカウト基幹とするインターアクトクラブ活動計画です。７月には聖心保育園に 

て１泊キャンプ、８月には夏季キャンプ、９月には地区 BS シニア合同訓練、10 月に 

は清掃ハイキング（飯盛山方面）、11 月にはボーイスカウト奉仕、12 月には聖心保育園 

にてクリスマスパーテイー、１月初日の出登山（生駒山）、他、アイススケート、スキ 

ースクール、寒中キャンプ、春のハイキング、自衛隊一泊合同舎営、オーバーナイトハ 

イク等１年間ハードな活動を行っておりました。1983 年には、インターアクトクラブ 

の活動基盤を「大阪産業大学高等学校大東校舎インターアクトクラブ」に移行しました。 

1986-87 年度では、部員数 72 名、顧問の先生が 4 名により、厳しい学習の中で運営さ 

れ、当時の地区で最多でありさらに部員数が増えていき、より一層活性して行きました。 

1986-87 年度の活動計画は次の通りです。７月学内清掃 クラブ親睦会、8 月第１回例 

会地区海外研修、9 月海外研修報告、10 月第２回例会生駒山府民の森清掃、11 月野崎 

駅周辺清掃、12 月クリスマス会地区年次大会、１月に第３回例会、３月に 3 年生会員 

送別会と第４回例会と厳しい学習状況の中、例会を４回実施し、清掃活動等様々な活 

動を行っておりました。1987 年 4 月 1 日から「大阪産業大学高等学校大東校舎インタ 

ーアクトクラブ」から現在の「大阪桐蔭中学校・高等学校インターアクトクラブ」に名 

称が変わりました。部員数は 77 名で全国でも数少ないビッククラブに成長しました。 

日頃のボランティア活動はもとより、地区海外研修に於いては、参加者が最も多かった 

そうです。近年では、コロナの影響で思うような活動が出来ない中でも、少しでも活動 

が出来るよう工夫しながら部員全員で力を合わせ清掃活動や募金活動を行っています。 

この様に、大東ロータリークラブ先輩諸兄皆様の熱い思いと、大変なご尽力で結成され、 



 

 

今日までの礎を築いてこられました。まだ入会が浅い私ですが、インターアクトの歴史 

を知ることが出来ました。これからも、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、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 

身に着けられるようこれからもサポートして行きたいと思いました。次に、地区インタ 

ーアクト委員会の活動報告をさせていただきます。 

■ インターアクトとは 

皆様ご存じの通り、インターアクトは 12 歳～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出来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着け、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言葉は「インターナショナル」（国際的）と「アクション」（行動）

という２つの語が複合されて出来た名称です。最初のクラブが結成されたのが、1962

年にＲＩ理事会により設置され、米国・フロリダ州メルボルン高校でメルボルロータ

リークラブによって設立されました。現在では 145 の国と地域に約 15,000 のクラブ

があり、青少年の会員数は約 34 万以上にもなりました。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。 

■ 世界と日本のインターアクト数 15,031 校 

主な国のインターアクト数  

アメリカ  ---------- 4,256 校 インド   ---------- 4,118 校 

ブラジル  ---------- 612 校  フィリピン ---------- 428 校 

韓 国   ---------- 498 校  日 本    ---------- 587 校 

（グアム、サイパン、ミクロネシア、パラオ含む）  

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 11 校のインターアクトクラブと 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。そして、新たに 2022 年、今年の８月２日、大阪南 

ロータリークラブさんが提唱のもと興國高等学校インターアクトクラブが創立され、 

現在はこの表にありますように 11 校ございます。 

■ 本年度の 2660 地区のインターアクト委員会の方針 

「学生や青少年が、社会に奉仕する精神と異文化について国際親善に貢献する事に 

より、各自のスキルアップやリーダーシップを生かせる力を養う。」という方針とさせ 

ていただいております。 

 



 

 

■ 本年度の活動計画をご説明いたします。 

１つ目は一番大きな事業が海外研修であります。インターアクトクラブやロータリア 

ンとの交流を通じて国際理解を深めてもらう研修でございます。ここ数年、コロナ過 

で海外研修中止が続き、何とか本年度は開催出来ないか、委員会で各校と協議した結 

果、国内研修に変更となり８月に開催する予定で準備をして参りましたが、再度コロ 

ナ感染が増大した事により中止となりました。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、社会奉仕活動等の再確認や各 11 校の活動報告や 

テーマに沿った内容報告を行います。担当校は金光八尾中学校・高等学校です。開催 

日が 11 月 6 日（日）テーマが「SDGｓを自分ごととして考える～一人ひとりが未来 

のためにできること～」として、10：00 開会予定で準備しているところでございます。 

３つ目は１年間の活動行事をまとめた活動誌「SCRUM」を編集・発行することです。 

担当校はアサンプション国際中学校・高等学校です。来年の 3 月に発行予定です。 

４つ目は新入生歓迎会です。各 11 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５月下旬～６月上旬に金光八尾中学校・高等学校が担当校となり開 

催を予定しています。5 つ目は新クラブ提唱準備です。新クラブ発足のために、イン 

ターアクトの活動等に求めるために、学校訪問します。6 つ目は随時行っている合同 

会議です。ガバナー事務局にて、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を招集し活動計画や概況報告を通じて情報交換をしております。 

以上この 6 つが本年度の活動計画となっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
                     

                  

         
                             
                                
      
       
           
        
          

                                    
                            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

         
             
                                         
            

                                          
                                         
                      

 
                                           
                                      

                  

                        

                  

                 

                

                 
                 

                  

                           

                  

                   

                 
                    
                   
        

                             

            

                          

                           

            

          
                          

                          
           

              
                  
        
            

              

                     

                         

          

         

          

       

       
                       



 

 

 

               クラブ協議会 開催 

 

                      令和４年９月 13 日（火）例会後   

に塩谷ガバナー補佐をお迎えし、 

クラブ協議会が開催されまし 

 た。  た。 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


