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4月8日(月)

青少年交換プログラム

　異文化に接することは、国際理解と平和を推

進する最も効果的な方法です。ロータリーの青少

年交換プログラムは、海外の人々と交換し、異文

化を体験することによって、生涯にわたる国際理

解の種を播く機会をを多くの青少年に提供してい

ます。

　このプログラムは、参加する青少年と、青少年

を受け入れるロータリアンや指導者のみならず、

地域社会全体にも非常に多くの恩恵をもたらしま

す。青少年交換を通じて、学生は他国での生活の

あらゆる面をじかに学びます。世界に対する視野

が広がるとともに、学生の自己に対する理解も深

まっていきます。他国の教育制度を体験すること

によって、学生は学業面でも人間的にも成長を遂

げます。さらに、異文化出身の学生との親密な交

流を通じて、受入クラブ、ホストファミリー、そ

して地域社会全体も豊かになります。

　青少年交換は、1920年代、ヨーロッパの少数の

クラブの間で始まりました。ヨーロッパでのこれ

出　席　報　告

1537 回 1534 回

Ａ 会員数 32 名 32 名

Ｂ 出席免除者数 5 名 5 名

Ｃ 出席義務者数 Ａ-Ｂ 27 名 27 名

Ｄ 出席義務者欠席数 　5　名 　6 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 22 名 21 名

Ｆ 出席免除者出席数 3 名 4 名

Ｇ メークアップ数 4 名

出 席 率 　 ％  ８３.３３％     ９０.７５％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2019年3月25日   2019年2月25日

前々々例会　2月25日分のメークアップ　　　

 田中隆弥会長 2月13日 2018-19年度第8回二水会
　　　　　　　　　　　　　　（ガバナー補佐エレクト会議）出席

 岡本　厚会員 2月16日 2018-19年度地区ロータリー財団
 　　　　　　　　　　　　    補助金管理セミナー　　　　出席

 國司真相会員 2月16日 2018-19年度地区ロータリー財団
 　　　　　　　　　　　　    補助金管理セミナー　　　　出席

 新谷秀一会員 3月 2日 会長エレクト研修セミナー出席(出席免除者）

 松室利幸会員 3月 4日 第9回理事会　　　　 出席

　　

「クラブ創立35周年記念式典」

回週

　

々

週

4月のお誕生日

「真言宗の教えと奉仕の精神」

藤原　史郎副会長　4月15日

山内　邦夫会員　　4月30日

沢田　武司会員　　4月14日

奥山　裕治会員　　4月 8日

乾　　禎則会員　　4月29日

東浦　　敬会員　　4月15日

乾　　貴子　様　　4月29日

春のライラへのご参加よろしく
お願い致します。

原田先生ようこそいらっしゃいま
した。

（いい事がありました。）マカオ
のカジノで少し勝ちました。

孫娘の卒業式に参列。
なかなか良かったです。

おかげさまでまぶしさがとれて右
眼も楽になりました。

卓話にて!!

前回、欠席です。
申し訳ございません。

欠席おわび致します。

昨日、中川部屋千秋楽打上げパー
ティに参加しました。
盛会でした。

地区RYLA委員会委員
田原　さおり　様 …

服部　潤承副会長 …

乾　　禎則　会員 …

吉井　順子　会員 …

吉井　順子　会員 …

奥村　雅一　会員 …

國司　真相　会員 …

北川　智司　会員 …

庄田佳保里　会員 …

ニ  コ  ニ  コ  報  告

合 計　20,000円　 累 計　952,340円

アサンプション国際中学校高等学校ＩＡＣ認定状伝達式

らの交換は、第二次世界大戦まで続けられ、その

後1946年に再開されました。1950年代には、この

相互交換型で長期的かつ学問的な交換は人気を博

し、ロータリー青少年交換の原型へと発展してい

きました。1972年、国際ロータリーの理事会は、

価値ある国際的な活動として、世界中のクラブに

青少年交換を推奨することに同意しました。

　今日、毎年8,000人以上の青少年交換学生が海

外に渡り、およそ80カ国で生活し勉学に励んでい

ます。

＜青少年と接する際の行動規範に関す
る声明＞

　国際ロータリーは、ロータリーの活動に参加す

るすべての青少年のために、安全な環境をつくり、

維持するために努力している。ロータリアン、ロ

ータリアンの配偶者、その他のボランティアは、

最善を尽くして、接する児童や青少年の安全を守

り、肉体的、性的、精神的虐待から彼らを保護し

なければならない。

（青少年交換要覧より）

春のRYLAセミナー

　2018-2019年度春のRYLAセミナーのインフォ

メーションに、地区RYLA委員の田原さおり様が来

られました。

　2019年4月27日（土）から29日（月・祝）まで、

東大阪市のホテルセイリュウ、枚岡公園、花園ラ

グビー場にて開催されます。

（ホストクラブ：東大阪東ロータリークラブ）

“We are・・-君の宝を探そう!-”をテーマに、

基調講演は弁護士で関西大学非常勤講師の松木俊

明さんをお迎えして行います。

　18歳から30歳までの方がおられましたら、ご参

加よろしくお願い致します。

「元気な会社の健康経営」

 担当：沢田 武司 会員 担当：國司 真相 会員  場所：不死王閣

ビ　ジ　タ　ー

東大阪東ロータリークラブ
地区RYLA委員会委員

田原　さおり　様

大阪府議会議員

原田　こうじ　様

山内会員　喜寿おめでとうございます！！
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　今回は卓話の機会を頂きありがとうございまし

た。

　急な大阪府知事選挙で混乱する大阪府政、そし

て大阪府が抱える問題等お話させて頂きました。

　特に大阪の経済は愛知県にも抜かれ今や都道府

県別GDPは全国3位。日本経済がじわじわ景気回復

に舵を切る中、取り残されている状況です。大阪

府は一つの政策に固執するのではなく、広域自治

体として本来取り組むべき課題に対して地に足を

つけて取り組んでいかなければなりません。

　2025年には万博開催を控え、池田市内でも大阪

府との連携で駐輪場やWi-Fiスポットの整備や保

健所の移転など前にすすめるものはしっかりと進

め、よりよいまちをつくってまいります。

　

　　　

　　　

卓　　話幹　事　報　告

「大阪②」

　　　

大阪府議会議員　原田こうじ様
担当　奥村　雅一　会員

ロータリーの友4月号推奨記事

【2019年4月号 横組記事より】

P.3 (RI指定記事) RI会長メッセージ 会長は「母

　子の健康月間」にあたり、母子の健康に関係し

　たグローバル補助金事業やVTTを紹介し、変革

　的な奉仕とはこのような事であり、ロータリア

　ンが何より得意とすることであり、援助の手を

　差し伸べることで私たちは彼らのインスピレー

　ションになれると述べています。

P.7-15 [特集] 命の重み、感じてますか？ 自殺

　を防ぎ、命を未来へつなげる活動をするロータ

　リークラブを紹介しています。

P.16-17 [月間特集] 「母子の健康月間」-「安全

　なお産のために」ホンジュラスで”母子の健　

　康”事業。相模原橋本RCのグローバル補助金事

　業が紹介されています。

P.22-24 「米山のページ」日本ロータリークラブ

　の父・米山梅吉と日本人最初のロータリアン・

　福島喜三次のダラスでの出会いを紐解いていま

　す。

【2019年4月号 縦組記事より】

第2660地区よりの投稿。今月もいくつかの記事が

掲載されています。

P.13-14 [友愛の広場]に茨木東RC・奥村氏のエッ

　セイ「世界に誇る「日本品質」維持のために」

　が紹介されています。

P.22-32 ［ロータリーアットワーク・写真編］今

　月はトップに投稿が掲載されています。

P.22 第2660地区・大阪RC共催の「地区ロータ　

　リーデーでポリオ撲滅活動をPR」です。

幹　事　報　告

➀地区より、2019年規定審議会報告及びクラブビ

　ジョン策定セミナーの案内が届いております

（岡本会長エレクト、乾次年度幹事宛） 。

②茨木西ＲＣより、秋のＲＹＬＡセミナーの報告

　が届いております。

③地区より、2019年度ハンブルグ国際大会信任状

　提出のお願いが届いております（会長宛）。

④地区より、国際ロータリー第2660地区ロータ　

　リー学友会　総会開催の案内が届いておりま　

　す（会長、幹事、今井委員長宛）。

　3月下旬より、募集したリサイクルランドセル

の回収が始まりました。

　現在、ほそごう学園より約30個、呉服小学校よ

り約10個集まっています。

　4月下旬頃にはミャンマーへ発送予定をしてい

ます。

次年度国際奉仕委員長　國司　真相

リサイクルランドセル寄贈事業報告

Rotary MAGAZIN

　創立35周年記念行事として開催されました大相

撲秋巡業池田くれは場所の写真が、ドイツ・オー

ストリアのロータリアン雑誌「Rotary」に転載さ

れました。また、ホームページでも紹介されてい

ます。

　https://rotary.de/kultur/im-schweisse-

ihres-angesichts-a-13848.html

MyROTARYより

2019年4月 母子の健康月間  リソースのご案内

　全世界に広がるロータリーのネットワークで

は、さまざまな言語で数多くの刊行物が出版され

ています。現在、30種以上の地域雑誌が発行さ

れ、それぞれが独自の内容となっています。

　日本では『ロータリーの友』が多くのロータリ

アンに愛読されています。世界中のロータリアン

の半数以上が、『The Rotarian』ではなく、その

地域の言語で発行されている地域雑誌を講読して

います。これらの地域雑誌は、ロータリアンが独

自に編集しているもので、130カ国以上、24カ国

語以上で発行されています。発行部数は延べ

872,000部に上り、それぞれの雑誌が地元の観点

から編集されていますが、国際ロータリーが指定

した『The Rotarian』からの記事や写真を掲載す

ることが義務付けられています。

https://my.rotary.org/ja/news-media/magazines

　4月は母子の健康月間です。

　毎年、5歳未満で命を落とす子どもは、世界で

推定590万人。その原因は、栄養失調、適切な医

療や衛生設備の欠如など、どれも予防が可能なも

のばかりです。

　予防可能な原因で母と子どもが命を落とすこと

などあってはならないと、私たちロータリー会員

は考えます。すべての母子が質の高い医療を受け

られるよう、そして、出産で命を落とす母親がい

なくなり、子どもがすくすくと成長できるよう

に、私たちは支援活動を行っています。

ロータリーはこんな活動をしています

　教育、予防接種、出産キット、移動クリニック

など、ありとあらゆる方法で母子の健康を推進し

ています。また、女性を対象に、HIV母子感染の

予防、母乳による授乳、病気の予防に関する教育

も行っています。

https://www.rotary.org/ja/our-
causes/saving-mothers-and-children

●RIページ
安全な出産でホンジュラスの母子を守る

　相模原橋本ロータリークラブが現地のダンリ

ロータリークラブ、岡山県に本部を置く非営利法

人AMDA 社会開発機構（AMDA-MINDS）と協力して、

ロータリー財団のグローバル補助金110,000 ドル

（約1,200 万円）を活用した、新生児と妊産婦死

亡率の改善を目的とする

「El Paraiso SafeChildbirth Project（エル・

パライソでの安全な出産プロジェクト）」を実施

しました。

（2019年2月、Rotary Voiceページより）

記事のurlはこちらです↓
https://rotaryblogja.wordpress.com/2019/02/1
2/%E5%AE%89%E5%85%A8%E3%81%AA%E5%87%BA%E7%94
%A3%E3%81%A7%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%8
3%A5%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%81%AE%E6%AF%8D%E5%
AD%90%E3%82%92%E5%AE%88%E3%82%8B/#more-3792

●オンラインショップ
健康の重点分野ピン　

　健康の大口寄付推進計画を支え、母子の健康と

疾病予防と治療の重点分野に対する認識を高める

ことを目的としています。

https://shop.rotary.org/health-pins-set-of-

100?___store=japanese&___from_store=default


