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7月23日(月)

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

「委員長担当卓話」 「委員長担当卓話」

インターアクトクラブ（IAC）について

 皆さん、こんばんは。7月9日（月）の会長の時

間です。

 米山奨学生の鄭詩頴さん、ようこそ！どうぞゆ

っくりしていってください。

 また本日は、アサンプション国際中学校高等学

校の先生方が来会してくださいました。改めてご

紹介致します。

 まず、アサンプション国際中学校高等学校校長

江川昭夫先生です。どうぞ前においでください。

一言ご挨拶をお願い致します。

 続いて同校副校長丹澤直己先生です。同校教諭

で国際交流・外国語センター長並びにアサンプシ

ョン国際中学校高等学校IACの顧問の松平麻也先

生です。

 なお、丹澤副校長、松平先生と高原幹事、私が 

8月2日～5日に台中への海外研修に参加します。

アサンプション国際中学校高等学校　江川校長の

メッセージ

「21世紀の社会で活躍できる人」になるために3つ

の必要なこと

 ①「英語の力」

 ②「たくましさ」

 ③「寛容の心」

インターアクトとは

 インターアクトは、12歳から18歳までの青少年

のためのロータリーが提供するプログラムです。

インターアクトクラブは、支援や指導を与えるロ

ータリークラブによって後援される奉仕クラブで

あり、中学・高校生が、地元でのボランティア活

動や海外のインターアクターとの交流を通じて視

野を広げ、友だちと一緒に楽しみながらロータリ

ーの精神を学び、行動力を身につけ、国際感覚を

養っています。

インターアクトクラブ数　　　

  約　20,000

インターアクター数　　　

  約　470,000

インターアクトクラブがある国の数　

  約　160

ロータリークラブ数  

  約　36,000

ロータリアン数　　

  約　1,222,000

ロータリークラブがある国の数

  約　200

ニ  コ  ニ  コ  報  告

アサンプション国際中学校高等学
校の先生方をお迎えして。

アサンプション国際中学校高等学
校の皆様ようこそ池田くれはロー
タリークラブへおいで下さいまし
た。

欠席おわび。本年度もよろしくお
願い致します。

卓話です。

本日卓話です。よろしくお願いい
たします。

結婚記念日

大雨、御見舞い申し上げます。

6月29日に第1子が生まれました。
國司住職に姓名判断いただき奏太
と名づけました。

おつかれさまです!!

田中　隆弥　会長 …

高原誠一郎　幹事 …

松室　利幸　会員 …

池田　吉清　会員 …

今井　卓哉　会員 …

長嶋　貞孝　会員 …

吉井　順子　会員 …

中西　博之　会員 …

奥村　雅一　会員 …

出　席　報　告

1513 回 1511 回

Ａ 会員数 33 名 31 名

Ｂ 出席免除者数 5 名 5 名

Ｃ 出席義務者数 Ａ-Ｂ 28 名 26 名

Ｄ 出席義務者欠席数 　2　名 　5 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 26 名 21 名

Ｆ 出席免除者出席数 3 名 4 名

Ｇ メークアップ数 3 名

出 席 率 　 ％ ９３.７５％  ９３.５５％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2018年7月9日  2018年6月11日

前々々例会　6月11日分のメークアップ　　　
　松室会員　6月 4日　第12回理事会出席
  吉井会員　6月 4日　第12回理事会出席
  國司会員　6月25日　ワールド大阪ロータリーEクラブ出席
  

合 計　27,000円　 累 計　100,000円

アサンプション国際中学校高等学校

副校長

米山奨学生          鄭  詩頴　様

ビ　ジ　タ　ー

　丹澤　直己　様

校　長 　江川　昭夫　様

インターアクトクラブ顧問　松平　麻也 様

アサンプション国際中学校高等学校

アサンプション国際中学校高等学校

①地区より、IM第3組　四条畷ロータリークラブ解
　散についての案内文が届いております（会長、幹
　事宛）

②地区より前期　地区運営資金・地区活動資金・地
　区大会資金の振込のお願いが届いております（会
　長、幹事宛）

③ロータリー米山記念奨学会より2018年度上期普通
　寄付金の依頼が届いております（会長宛）

④例会の食事についてですが、前回の幹事報告で食
　事券とドリンク券を販売する旨、ご報告いたしま
　したが、ドリンクについてはドリンク券の販売で
　はなく例会場の後部にドリンクコーナーを設け、
　そこで各人精算となりましたので、ご報告いたし
　ます。

⑤本日例会終了後、クラブ奉仕委員会とＳＡＡとの
　合同委員会が開催されますので、宜しくお願いい
　たします。

幹　事　報　告

インターアクト委員会　髙原誠一郎

　去る7月7日（土）13：30より、合同地区委員会が

4年ぶりに大阪ＹＭＣＡホールで開催されました。池

田くれはロータリークラブからは、ガバナー補佐エ

レクトとして田中隆弥会長、RYLA委員会委員として

今井卓哉会員､米山奨学委員会委員として坂田妙子

会員､社会奉仕委員会委員として奥山裕治会員､イン

ターアクト委員会委員として私､高原の計5名で参加

してまいりました。

　宮里地区代表幹事の司会進行により、冒頭、山本

ガバナーのあいさつと合同地区委員会開催の趣旨説

明がありました。続いて、飯井地区財務委員長より

予算・決算の要件と手続きについての詳細な説明が

あり､休憩を挟んで各地区委員会17委員会より本年

度の活動方針と活動計画の説明がありました。

　各委員会とも共通していることは、いまおかれて

いるロータリークラブの現状を客観的に分析し､変

えるべきところは変えていき､変化に対応して行こ

うという方針でありました。

　16：55分に片山直前ガバナーより講評があり、

17:00に終了いたしました。

地区委員会報告（合同地区委員会について）

アサンプション国際中学校高等学校　校長 江川 昭夫　様
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米山奨学委員会 坂田妙子

◆日 時：2018年7月8日(日) 17:00〜20:30

◆場 所：KKRホテル大阪3Ｆ 銀河

◆出席者：山本博史G、公益財団法人ロータリー

　　　　　米山記念奨学会 副理事長 若林紀男PG、

　　　　　大谷 透PG、泉 博章PG、立野純三PG、

　　　　　片山 勉直前G、四宮孝郎GE、簡 仁一GN、

　　　　　田中隆弥IM1組ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ｴﾚｸﾄ、

 　　　　 古城紀雄IM2組ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ｴﾚｸﾄ、

　　　　　福田治夫IM3組ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ｴﾚｸﾄ、

　　　　　地区米山奨学委員会11名  

　　　　　米山奨学関係者各クラブ幹事米山奨学

　　　　　学友会 総計184名

 2018年7月8日(日)KKRホテルにて2018年度ロータ

リー米山奨学生学友会総会及び新規奨学生歓迎会

が開催されました。

  総会では司会の鄭海欄さん、NUGROHO ALI F I 

A NTO AD I さんの進行のもと、2018-19年度の会

長、ディネスシュレスタさんの挨拶から始まり、

「米山学友会の絆を大切に」とのお言葉をいただ

きました。続いて、来賓紹介が行われました。

  その後、国際ロータリー第2660地区 山本博史G 

による祝辞として、前々年度の寄付ご協力のお陰

で49名の奨学生を受け入れる事ができることに

なったとお言葉を頂戴いたしました。

  前年度活動報告を2017-18年度副会長アリフザ

イニさんより、2017年度会計報告及び会計監査報

告を2017-18年度会計東林華さん、2017-18年度

会計監査李レイヨさんから、地区奨学委員会か

ら寄付金を岡部倫正地区米山奨学委員会委員長よ

り贈呈されました。

  本年度方針とし、2018年度の役員紹介をディネ

ス会長より発表され、2018年度活動計画を閔スラ

さん、2018年度の会計予算案を会計東林華さんよ

り報告がありました。

  特別公演では、失敗しないWEB.SNS 運営法上級

SNSエキスパート吉村正裕様のご講演がありネット

の恐ろしさを、お話しいただきました。その後の出

席者全員の記念写真を撮影し二部が終了しました。

  新規総学生歓迎懇親会では、韓国学友会の会長

jeon Byong Taeさんの挨拶では、2019年7月27日

米山学友会世界大会をモンゴルにて開催する事を

ご報告いただきました。ご挨拶並びに乾杯を公益

財団法人 米山記念奨学会副理事長若林紀男PGに

していただきました。その際、若林PGからは、大

雨の被災に遭われたかたへのご心配と、学友会の

方、奨学生の無事が確認できたことへの安堵のお

気持ちをお話しいただきました。災害や被災地に

新 年 度 方 針

「2018～2019年度 青少年奉仕委員会の活動計画」
  青少年奉仕委員会 委員長　
　　  今井 卓哉 会員

　本年度は、クラブ設立35周年に当たりますの

で、松室35周年実行委員長の下、社会奉仕委員会

は、10月18日に大相撲池田くれは場所を開催しま

す。この事業は、田中会長エレクト(当時)の田中

年度奉仕準備委員会の中で田中会長エレクトより

提案頂き、35周年事業として取り組んで行くこと

になりました。幸い、昨年大阪場所開催時に、池

田市出身の中川親方の仲介で、巡業部の千田川親

方と面談し来年度の開催をお願いしました。

　そして、4月に加東市で巡業が開催されるので

視察に来てはとのお話しを頂き、田中会長エレク

ト以下で、視察をさせて頂きました。その後正式

に相撲協会に巡業開催を依頼しました。本年4月

に10月18日に開催が決定し、契約を完了しまし

た。少し残念なのは木曜日の開催となった事で

す。会場も五月山体育館に決定し、土俵設営会社

との契約も完了しました。これからは会員の皆様

のお力をお借りして、当日の会場運営を詰めてい

きますので、ご協力をお願いします。

2018年度総会及び新規奨学生歓迎会報告　

１．「スマイルキャンプ」の実施

　対象：小学４・５・６年・中学1年・2年

　日時：平成30年8月17日（金）・18日（土）

　　　・19日（日）

　場所：箕面市立青少年教学の森　

　　　　野外活動センター

　会員の皆様のご参加をお待ちしています。

２．「青少年交換プログラム」への取り組み

　青少年交換プログラムとは、日本から海外へ高

校生を派遣し現地の高校へ通学します。現地の言

葉を学び、人々と交流し、文化・習慣・歴史を学

び、日本の文化・伝統・歴史などを現地の人達へ

伝え青少年大使として親善に努めます。そして逆

に海外からの高校生を受け入れるというプログラ

ムです。

　ホストファミリーを募集しますので、会員の皆

様のご応募をお待ちしています。　

３．「インターアクトクラブ」の提唱

　インターアクトとは、12歳から18歳までの青少

年のためのプログラムで、当クラブはアサンプ

ション国際中学校高等学校とインターアクトクラ

ブの提唱を行いました。

　インターアクターは、同世代の参加者と交流を

深め、楽しく活動に参加しながら、地域に役立つ

ボランティア活動に参加し世界について学びま

す。

　現在2660地区では10校のインターアクトクラブ

が活動しています。

関しましては、昨年の財団法人50周年記念を熊本

で開催するにあたり、被災地の方々を元気にし、

まさに奉仕の心を持ち、「感謝in熊本」の活動を

されたことにも触れられておりました。その後学

友会紹介、余興とし、米山教室で行なっている内

容を劇として披露し、続いて新規奨学生の紹介を

いたしました。

  そして閉会の挨拶を、2016-17年度会長松田振

興さんの「初心忘るべからず」の言葉で締めくく

り、2018年度ロータリー米山奨学生学友会総会及

び新規奨学生歓迎会が無事終了いたしました。

  最後にロータリーソング『手に手つないで』を

全員で合唱し、大盛況のうちに閉会となったこと

を申し添えます。

　　　　　　

新 年 度 方 針

「2018～2019年度 社会奉仕委員会活動計画」

    社会奉仕委員会 委員長　
　　   池田 吉清 会員

インターアクト委員会　髙原誠一郎

◆日　時　2018年7月12日（木）18：00～19：00

◆場　所　ガバナー事務所　大会議室

◆出席者　山本博G、今年度地区インターアクト

          委員　16名、

          大阪国際大和高校ＩＡＣ顧問1名、ＪＴＢ１名

　7月12日(木)18：00より第2回インターアクト委員

会がガバナー事務所大会議室おいて行われました。   

はじめに山本ガバナーよりご挨拶があり、中野ＩＡ委

員長が進行役として委員会が始まりました。

　報告事項として、新クラブ創設として池田くれは

ＲＣのことが報告され、ＲＡＣ献血活動日程、青少年奉

仕部門行事内容などについても報告されました。

　次に議題として、本年度のＩＡ委員会活動方針並び

に活動計画、海外研修のオリエンテーション及び海

外研修事業計画、ＩＡ委員会の年間スケジュールなど

の項目が掲げられ、委員会メンバーでの議論が行わ

れました。また、委員会のさなか、国際ロータリー

日本事務局より田中隆弥会長宛に、アサンプション

ＩＡＣが正式に認定された旨の連絡がガバナー事務所

より報告があり、委員会内で紹介され、委員皆さん

の温かい拍手を頂き、19：00に委員会は終了いたし

ました。

第2回インターアクト(IA)委員会報告

ガバナー月信より
●7月号推奨記事

P 1～ 3　ガバナー就任挨拶・今年度の方針

P 7　　  2018－19年度のための地区研修・協議会 

         概要報告

 週報1504から1506において委員長報告掲載

P20～21　2018-19年度国際ロータリー第2660地区

         組織図

 新谷PG（地区諮問委員会）、田中隆弥会長（ガバナー

 補佐エレクト）、高原誠一郎幹事（インターアクト委

 員会）、中西博之会員（ロータリー財団委員会）、

 今井卓哉会員（RYLA委員会）、坂田妙子会員（米山奨

 学委員会）、奥山裕治会員（社会奉仕委員会）  掲載   


