
　本日は、親睦活動・プログラム両委員会に計画

して頂いた、本年度最後の5回目の家族移動例会

（姫路城見学）となりました。

 本年度も残すところ後ひと月半で、第四コーナ

ーをなんとか周りきろうとする所迄、やってまい

りました。これも会員皆様の御協力、またそれを

いつも支えて頂いている御家族の皆様のおかげで

あると感謝いたしております。また、本日は多数

の御家族のご参加、心より歓迎申し上げます。

　姫路城は、皆様よく御存じの通り平成5年法隆寺

と共に日本初のユネスコ世界文化遺産に登録され

た、別名白鷺城とも呼ばれ、白漆喰で塗られた今

で言う、木造瓦葺地下一階付六階建であります。

また築城以来四百年以上一度も戦火にさらされて

いない「不戦の城」とも言われています。

　そして、好古園といえば本格的日本庭園で、時

代劇等でのロケ地としても大活躍している事は、

皆様良く御存知の通りであります。

　どうぞ本日は、親睦を深めながら楽しい一日と

なります様お過ごしください。
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ビ　ジ　タ　ー

家族移動例会

　　　

豚ヘレカツ、サラダ
チャンポン風ラーメン
野沢菜とちりめんのまぜごはん

①地区より、2019年規定審議会に地区より提出する

　立法案変更のご案内が届いております（会長宛）。 

②ロータリー日本事務局より、5月「青少年奉仕月間」

　リソースのご案内が届いております（会長宛）。 

③地区より、2017-18年度青少年交換　来日学生スピー

　チ発表会および来日学生・派遣学生歓送会」のご

　案内が届いております（会長、幹事、今井委員長

　宛）。 

④地区より、Team　RYLA研修・交流会のご案内が届

　いております（田中会長エレクト、高原次年度幹

　事、今井委員長宛）。 

⑤豊中南ロータリークラブより、北摂７RC新旧会長・

　幹事・事務局懇親会のご案内が届いております

（会長、幹事、田中会長エレクト、高原次年度幹事、

　事務局宛）。 

⑥次年度ロスターを作成予定です。住所や連絡先な

　どに変更のある方は5月28日までに事務局までご連

　絡ください。 

⑦5月20日は家族移動例会です。21日（月）は例会休

　会となりますので、ご注意ください。 

⑧本日、6月の例会出欠の回覧をいたします。 

 

ほうれん草白和え
カツオタタキ、にゅうめん
豆ごはん、香の物

「商標について」

担当 奥山 裕治 会員

例 会 休 会

担当 親睦活動・出席・歌唱小委員会
プログラム・会報広報雑誌小委員会

5月のお誕生日お祝い

幹　事　報　告



　　

2017-2018年度クラブ職業奉仕新旧委員長会議 報告

　沢田武司

　3月24日、服部緑地において、2017-2018年度国

際ロータリー第2660地区第1組IMロータリーデー

が、豊中南ロータリークラブのホストにより開催

されました。

　当クラブからは、9名（岸添会長、沢田幹事、高

原会員、青井会員、國司会員、子安会員、奥山会

員、冨田会員、北川会員）が参加しました。

　「地域社会に良いことをしよう」をテーマに、

まず「環境に対するロータリーの良心の実践」と

して、円形花壇周辺に9本の桜を記念植樹。片山ガ

バナー、熊澤ガバナー補佐、そして1組の各クラブ

がそれぞれ木を植え、当クラブの木も1本植樹され

ました。

　その後、「ロータリークラブの認知度の向上」

を図るべく、大阪音楽大学による春一番コンサー

トが開催されました。一般市民も含め多くの観客

が、最高の天気に恵まれた春の陽気のなか、管楽

器や打楽器のすばらしい音色に酔いしれました。

2017-2018年度・2018-2019年度　職業奉仕委員長

　代理出席　沢田　武司

日　時：2018年5月12日（土）10：00～12：00

会　場：大阪府社会福祉会館　401号室

出席者：地区内各ロータリークラブ職業奉仕関係

        者、職業奉仕部門地区委員

　　　　立野純三　顧問団/PG、四宮孝郎GN、

        簡仁一GND、AG3名、AGE3名ほか

　冒頭の四宮GNのあいさつに続き、北村　譲地区

職業奉仕委員長から「ロータリーの職業奉仕につ

いて」と題して、ロータリーの職業奉仕の歴史や

その考え方について説明がありました。そして、

濱中　眞希子地区職業奉仕副委員長から今年度の

クラブ支援内容や職業奉仕アンケートの報告が行

われました。続いて各クラブの活動事例発表が行

われ、7つのクラブから小・中学校や高等学校へ

の出前授業などの内容が報告されました。職業奉

仕を通じて国際奉仕や青少年奉仕、社会奉仕につ

ながる事業もあり、子供たちや市民の反応もさま

ざまで、ロータリークラブのイメージアップにも

貢献していると思いました。

　メディアの立場からみると、ロータリーの広報

につながりやすい職業奉仕は出前授業と職場体験

ということで、次年度は勉強会や他クラブの見学

会などを行うとともに、職業奉仕卓話バンクをつ

くることが報告され、最後は立野PGの講評で会を

締めくくりました。

以上

●ロータリーの友5月号推奨記事
5月は青少年奉仕月間です。

《横組み》

P7～13　特集　青少年交換学生を受け入れる
　ロータリー青少年交換プログラムは、ロータリ

　ークラブによる支援の下、15～19歳の学生が海

　外に滞在し、言語や文化を学ぶプログラムです。

　このプログラムに欠かせないのが、ホストファ

　ミリーです。

　さまざまなホストファミリーの体験談が掲載さ

　れています。

P34　NEW　GENERATION　
　上段では、四天王寺高校のインターアクターの

　記事が掲載されています。

　なお、第2660地区には、9校のインターアクト

　クラブと10クラブの提唱ロータリークラブがあ

　ります。（うち1校は共同提唱）

　四天王寺中学・高等学校インターアクトクラブ

　は、大阪天王寺ロータリークラブが提唱されて

　ています。

第2660地区のクラブの掲載をご紹介します。

《横組み》

P25～29　ガバナーのロータリー・モメント
　各地区のガバナーの、心に残るロータリー体験

　が紹介されています。　

　今号では、P25で、片山勉ガバナーの記事「出会

　いの素晴らしさを再発見」が掲載されています。

《縦組み》

P33～34　（43～44）　ロータリーアットワーク
　みおつくしの鐘　打鐘ロープを新調し　寄贈　
　大阪みおつくしロータリークラブ
　大阪みおつくしロータリークラブが、大阪市

　での成人式に使われる「みおつくしの鐘」の

　打鐘ロープを新調して寄贈されたことが掲載

　されています。

P15　（62）　友愛の広場
　ビッグファーザーのご逝去に継承を誓う　
　千里ロータリークラブ　古城（ふるしろ）紀雄さん
　米山記念奨学事業や青少年交換事業にご尽力

　された、千里ロータリークラブ稲邑達也さん

　がご逝去され、氏の生前のご活躍やお悔やみ

　のことばが述べられています。

Pick Up ロータリーの友

吉井　忠彦・順子   ご夫妻　
     昭和42年5月28日

服部　潤承・純子 ご夫妻　
     昭和58年5月15日

谷口　　浩・知子   ご夫妻
　   昭和62年5月5日

國司　真相・悦子   ご夫妻　
     平成18年5月27日

5月の結婚記念日お祝い



　　

My ROTARYより

HIV感染した女性を支援するローターアクトの活動
が最優秀賞に
　リソースの案内でもご紹介しましたが、地元や

海外で、ロータリーの重点分野のいずれかにおい

て持続可能な影響をもたらす画期的な奉仕プロジ

ェクトを実施したローターアクトクラブを称える

ための賞「卓越したローターアクト・プロジェク

ト賞」を毎年RIが表彰しています。

　2018年「ローターアクト卓越したプロジェクト

賞」は、起業スキルを教えることでHIVに感染した

女性たちの自立を支援するプロジェクトを実施し

たスリランカのEdulink International Campusuロ

ーターアクトクラブに贈られました。

　このクラブは、女性たちが自分でつくった商品を

販売できるサイト「Dream Store」（ドリームスト

ア）を立ち上げ、売り上げが直接女性たちの銀行口

座に入るようにしました。プロジェクト企画段階で

クラブはまず女性たちと会って各自のスキルを調べ

ました。その後、地元の専門家やロータリアンと協

力して、女性たちのスキルをさらに伸ばしたり、新

しいスキルを教えたりしたほか、経営の基本と家計

管理についての研修も行いました。

　さらに、スリランカの大手ギフトショップを含

む複数企業と提携して女性たちの商品を販売し顧

客ベースの確保を支援しました。また、女性たち

の才能を広く紹介することで商品購買を通じた支

援を呼びかけたほか、HIVとエイズに対する偏見を

ぬぐうための啓発イベントを開催しました。

　多地区合同プロジェクトの最優秀賞は、45カ国

以上の115地区、ローターアクター24,000人の協力

と奉仕プロジェクト立案を推進する多地区合同組

織、European Rotaract Information Centre（ヨー

ロッパ・ローターアクト情報センター）に贈られ

ました。この組織は、多くのプロジェクトの情報

を集めて検索可能なライブラリにアップロードす

ることで、「協力クラブ探し」ツールを提供。奉

仕や友情など関心を共有するクラブ同士を結びつ

けています。

　今年度の賞には、470以上のプロジェクトが59カ

国から応募されました。単一クラブのプロジェク

トと多地区合同プロジェクトとして、上記2つが最

優秀賞に輝いたほか、6つの各地域から優れたプロ

ジェクトが選ばれて表彰されました。

https://www.rotary.org/ja/rotaract-clubs-honored-excellent-
service-2018

青少年奉仕月間 リソースのご案内

　5月の月間によせてのリソースをご案内させて

いただきます。

< ウェブ掲載記事 >

●日本でも世界でもローターアクト50 周年
https://rotaryblogja.wordpress.com/2018/03/12/
日本でも世界でもローターアクト50周年/#more-3015
　今年2018 年は日本でも初のローターアクトク

　ラブができて創設50周年の節目となります。

　日本の5名のローターアクターに各自の活動と

　経験をご寄稿いただきました。

●スリランカでのプロジェクトがローターアクト・プロ
　ジェクト賞を受賞
https://www.rotary.org/ja/sustainable-projects-
earn-top-rotaract-honors
　※今年の「卓越したローターアクトプロジェク

　ト賞」はMoratuwa大学ローターアクトクラブ

　が受賞しました。スリランカの農村部での人び

　との暮らしを良くするために3年越しのプロジ

　ェクトを立ち上げ、持続可能な教育と経済開発

　イニシアチブを実施しました。

（※2017年に受賞）

●ロータリー青少年交換：一度だけの人生、大胆に
　いこう！
https://www.rotary.org/ja/news-media/making-
difference-through-rotary-youth-exchange
　「人生に変化をもたらすロータリーならではの

　最高のプログラムでした。」

　ロータリー青少年交換プログラムに参加したブ

　ラジルのベッサニさん他５名の、青少年交換プ

　ログラムを通して得た経験談の紹介です。

< 映像資料 >

●インターアクト
https://vimeo.com/78555367
　インターアクトへの参加を呼びかける簡単な紹

　介動画です。インターアクトの魅力を簡潔にご

　理解いただける内容となっています。

●RYLA：明日のリーダーたち
https://vimeo.com/15407382
　米国シカゴのロータリークラブが運営するRYLA

　プログラムの紹介です。参加者がアクティビテ

　ィを通して自分のことを知り、他人とどう協力

　していくかを学んでいくことがプログラムの目

　的です。未来のリーダーを育てるRYLA のプログ

　ラム内容や目的を語ります。



　前々々例会 4月9日分のメークアップ　　

　　田中会員　4月 7日　2018-2019年度のための地区研修・協議会出席

　　高橋会員　4月12日　北海道2500ロータリーEクラブ出席　 　  

1507 回 1504 回

Ａ 会員数 31 名 31 名

Ｂ 出席免除者数 5 名 5 名

Ｃ 出席義務者数 Ａ-Ｂ 26 名 26 名

Ｄ 出席義務者欠席数 名 　4 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 24 名 22 名

Ｆ 出席免除者出席数 3 名 3 名

Ｇ メークアップ数 2 名

出 席 率 　 ％ ９３.１０％  ９３.１０％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2018年5月14日   2018年4月9日

ホーム出席率(本日)=(E+F)÷(C+F) 補正出席率=(E+F+G)÷(C+F)
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国際奉仕委員会事業について 

  

出　席　報　告

岸添　広一　会長 …

服部　潤承　会員 …

松室　利幸　会員 …

岡本　　厚　会員 …

吉井　順子　会員 …

奥村　雅一　会員 …

國司　真相　会員 …

子安　丈士　会員 …

ニ コ ニ コ 報 告

　私の仕事は久安寺の住職として、境内・霊園

の管理、参拝者のお相手、そして供養、檀家の

お家へのおまいり、祈祷、行事開催などをして

おります。

　関西花の寺霊場25ヶ所、西国薬師霊場49ヶ所を

はじめとする4つの霊場の札所でもありますの

で、山寺ではありますが、季節の良い時期には参

拝の方が増えます。

　先代の父の後を継ぎ、住職になり2年半が経ち

ました。

　お寺といってもひとつひとつお寺の性格、事情

は千差万別です。私どものお寺の宗派は高野山真

言宗です。弘法大師空海「お大師さま」の教えを

伝え、真言密教のマンダラ思想に基づいて整備さ

れた境内に1人でも多くの方が参拝されることを

願っております。境内を管理し参拝者をお迎え

し、もう一方では、現代の日本で最も多いであろ

うお寺の性格、檀家寺としての役割を果たすこと

を特に大切に考えております。

　「宗教離れ」と言われることの多い昨今、お寺

の内においても外においても、仏教にあまり明る

くない方々、仏事と縁のない方々と少しでも交流

させていただいて、縁を結び、関心を持っていた

だくことを目標に、精進してまいりたいと考えて

おります。

今日から男性会員はノーネクタイ
可です。女性会員は？

結婚記念日です。

家内の誕生日です。

欠席おわび

冨田会員の御縁がまだつづいて
いる今日この頃です。新しい楽器
（シンセサイザー）aframe（エイ
フレイム）を通して。

おつかれさまです!!

本日、卓話です。よろしくお願い
いたします。連続欠席おわびいた
します。結婚記念日、今月です。
ありがとうございます。

欠席おわびします。

合 計　26,000円　 累 計　1,039,000円

ビ　ジ　タ　ー

米山奨学生　鄭　詩頴　様

卓　　話

「私の仕事」

担当　國司　真相　会員

　大相撲池田くれは場所のポスターが出来ました。

たくさんの場所へ掲示していただきたいと思いま

すのでご協力をよろしくお願いいたします。

お問い合わせは事務局まで

大相撲池田くれは場所


