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5月27日(月)

　2018‐19年度ロータリー
青少年交換プログラム②

　皆さんこんばんは。4月22日の会長の時間です。

ロータリー青少年交換派遣候補生のオリエンテー

ションについてご紹介します。

第6回派遣候補生オリエンテーション
2019年4月20日

３．良き親善大使となるために

　（先週に引き続いて）

　また、派遣先の地区青少年交換委員会のロータ

リアンに敬意を払ってください。ロータリアンで

あっても実はこのプログラムに賛同し活動してい

る方々は少数なのです。なぜなら実に面倒くさい

仕事が多いからです。さらに専門的知識も必要と

なります。一人前になるまで何年もの時間と経験

が必要です。したがってそのような仕事に手を挙

げる人が少なくなり、仮に手を挙げても「これは

自分には無理だ」と途中で去って行く人が多いの

出　席　報　告

1541 回 153 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 267 名

Ｄ 出席義務者欠席数 　4　名 　2 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 23 名 25 名

Ｆ 出席免除者出席数 3 名 4 名

Ｇ メークアップ数 0 名

出 席 率 　 ％  ８６.６７％     ９３.５５％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2019年5月13日   2019年4月8日

　　

「架け橋ー米山奨学事業への想い」

回週

　

々

週

「改正消費税への実務対応」

です。そういうことですからクラブのカウンセラ

ーを含め、このプログラムに関わってくださるす

べてのロータリアンに感謝し、絶対に嘘はつかな

いでください。

　4Ｄルール（No Drugs, No Drinking, No Driv-

ing, No Dating）は破った瞬間、強制送還です。

その疑いだけでも十分強制送還要件となります。

また周囲に嫌われることをし続けた人も強制送還

になります。

　「行きさえすれば外国語は覚える」と思ってい

る人は辞退してください。皆さんの先輩たちは血

の滲むような努力と、何百回、何千回も恥をかい

て外国語を習得したのです。余程のことがない限

り最初は通じません。なぜ通じないか？発音が悪

いからです。イントネーションもアクセントも悪

いのです。これまでの学校で教科書を読むような

話し方では、まず通じません。今から出発までに

直すことです。直す方法は、聞いた通りに言うこ

とです。真似をするのです。模倣以外に方法はあ

りません。

　派遣されてからの10ヶ月には様々な容認できな

いことも起こります。そんな時には下記の言葉を

思い出してください。

　『神様はあなたが乗り越えることのできない試

練は決して与えない』

　　（聖書・コリント人への手紙より）

　　

 担当：吉井 順子 会員

6月3日(月)

月間によせて

 担当：親睦活動・出席・歌唱小委員会 担当：乾　禎則 会員

令和

前々々例会　4月8日分のメークアップ　　　
 なし    

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

吉井忠彦・順子ご夫妻　5月28日

服部潤承・純子ご夫妻　5月15日

谷口　浩・知子ご夫妻　5月 5日

國司真相・悦子ご夫妻　5月27日

ニ  コ  ニ  コ  報  告

高原誠一郎　幹事 …

岸添　広一　会員  …

乾　　禎則　会員 …

池田　吉清　会員 …

松室　利幸　会員 …

今井　卓哉　会員 …

正岡　　哲　会員 …

新田　耕平　会員 …

吉井　順子　会員 …

奥村　雅一　会員 …

石田　貴子　会員 …

坂田　妙子　会員 …

中村　　武　会員 …

庄田佳保里　会員 …

米山旅行参加者　 …

ハンターくんようこそおいで下
さいました。今井委員長春のラ
イラおつかれさまでした。

家内の誕生日5/31です。

GWは10連休とれませんでした。
29日、三重の二見浦で沢田さんと
バッタリ会いました。

家内の生まれた日です。
半年程、年上女房です。

夫婦ともに誕生月です。
欠席おわび

本日は記念すべき令和初例会にお
きまして、令和最初の卓話を担当
させていただきます。どうぞよろ
しくお願いいたします。

下の愛娘がやっと結婚しました。

早退おわび

青葉・若葉の美しくさわやかな季
節です!!

おつかれさまです!!

測量中ケガをしてしまいました。
皆様も気をつけて下さい。

昨日第37回ウォンバットカップテ
ニストーナメントを皆様のお力添
えを頂きまして大盛況のもと終了
しました。ありがとうございまし
た。

5/3～6日の4日間、極度のめまい
で病に伏せていました。おかげ様
で2kgやせました。
皆さんは体調いかがですか？

GW中はずっと仕事でした。サカエ
マチ商店街は観光客がたくさん来
られていました。

米山梅吉親睦旅行の残金4,050円
をニコニコします。

合 計　52,050円　 累 計　1,134,390円

5月のお誕生日お祝い

➀本日、第１１回理事会が行われ、クルービスの

　期間は５月から１０月までとなりましたので、

　ご報告いたします。

②2019年ロータリー国際大会（ハンブルグ）各種

　最終案内が届いております。（会長、幹事、藤

　原国際奉仕委員長宛）

③2018-19年度　青少年交換　派遣学生最終オリ

　エンテーション来日学生スピーチ発表会及び　

　来日学生・派遣覚醒歓送会の案内が届いており

　ます。（会長、幹事､古渕派遣学生､保護者宛）

④春のＲＹＬＡセミナー終了のお礼が届いており

　ます。（会長宛）

⑤５月のロータリーレートは1ドル112円です。

幹　事　報　告

クラブの現況　原稿提出のお願い
　すでにファックスでもお願い致しましたが、次

年度開始後すぐに、ガバナー公式訪問があり、ク

ラブの現況を早急に作成しなければなりませんの

で、今年度の活動報告、次年度の活動計画を5月

末までにご提出いただけますよう、ご協力をよろ

しくお願い申し上げます。

幹　　　事　高原誠一郎
次年度幹事　乾　　禎則

5月の結婚記念日
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　RID2660の青少年奉仕部門は、RYLA・インター

アクト・ローターアクト・青少年交換・学友の５

つの委員会で構成されています。本日は、その中

で間近に迫った青少年交換について討論しました。

　いよいよこの８月に、青少年交換学生（Emma

ちゃんという17歳の女の子）がアメリカからやっ

てきます。彼女は約10カ月間、沢田会員・高原会

員・乾会員・今井の４つのホストファミリーと生

活を共にし、府立園芸高等学校に通いながら、日

本の文化や伝統を学びます。

　そんな彼女に対してどう接するべきか、人生経

験豊富な会員の皆様にご意見を賜りたく、３つの

テーブル毎でディスカッションをお願いしました。

10分程度の短い時間でしたが、貴重なご意見をた

くさんいただく事ができましたので、その一部を

掲載させていただきます。

・できるだけ日本語で接する

・なるべく日本食を提供する

・素のままで接すれば良い

・早い機会に「女子会」を開催

・クリスマス会や誕生会を開催

・目標を定めて日本語の勉強

・外泊は基本的に禁止が望ましい

・４家族で常に情報を共有する

・園芸高校に食堂はあるが、お弁当は必要

・クラブ例会には毎回出席するのが望ましい

・学校でクラブ活動をすれば日本語が上達する

・別会計で積み立てをしてどこかへ連れて行く

・家庭内でルールを決める(門限･入浴･洗濯等)

・会員全員が、お父さん・お母さんの気持ちで

・ホームシックについて、今はLINEなどで

　家族と繋がっているので心配ないのでは？

以上、会員の皆様方ありがとうございました。

　

　　　

卓　　話

「クラブフォーラム⑤」

　　　

青少年奉仕委員会　委員長　今井 卓哉 会員

リサイクルランドセル寄贈事業報告

　本年はミャンマーへ寄贈するランドセルの収集

を池田市立ほそごう学園にもお願いしておりまし

た。

　去る4月24日、ほそごう学園の生徒で構成さ

れ、国際奉仕の活動を行うクラブである「HOWPの

会（Hero of world peace）」よりミャンマーへ

寄贈する39個ランドセルお預かりいたしました。

岡本会長エレクト、國司で伺いました。

　ミャンマー訪問でもお世話になり、創立35周年

記念式典にもお越しくださいましたミャンマー日

本語学校のナンミャケーカインさまを通じて、

近々ミャンマーへ寄贈する予定です。昨年のナッ

マウッ寺子屋以外にも寄贈先を紹介していただく

予定です。

　なお、そのランドセルは不死王閣さまに保管し

ていただいております。

次期国際奉仕委員長　國司真相

MyROTARYより

　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

第11回理事会議事録

日時　2019年5月13日　17：30～

場所　レストランブリッジ

理事数　11名

出席者（敬称略）

理　事　9名

　　　　高原、藤原、岸添、松室、服部、岡本、

　　　　池田、今井、乾

オブザーバー　2名

　　　　中西、青井

欠席者（敬称略）

　　　　田中、沢田

審議事項

第1号議案　2019-2020年度　年間行事予定の件

　　　　　　高原次年度クラブ奉仕委員長より

　　　　　　添付の年間行事予定案のとおり、

　　　　　　説明があった。岡本会長エレクト

　　　　　　より補足説明。

　　　　　　クールビズのタイミングについて、

　　　　　　年間行事予定に織り込んでおくか

　　　　　　どうかは検討中。

　　　　　　承認　

　　　　　　

第2号議案　第三四半期会計報告について

　　　　　　乾会計より、平成30年度第三四半期

　　　　　　会計について、収支計算書、貸借対

　　　　　　照表のとおり説明があった。

 　　 承認　

第3号議案　その他

　　　　　　クールビズについては、5月より10

　　　　　　月までとする。

　　　　　　承認　

次回理事会は6月3日17：30よりブリッジ於予定。

以上

　去る1月のミャンマーランドセル贈呈式訪問時

に、現地の子供たちから心のこもった寄せ書きを

いただきました。かわいいイラストやメッセージ

が色とりどりに描かれています。

　現在、事務局へ飾らせていただいております。

お立ち寄りの際はぜひご覧ください。

リサイクルランドセル寄贈事業報告

　ほそごう学園のホームぺージでもこの時の様子

がアップされています。

https://blog.goo.ne.jp/hosogo2015/m/201904

ビ　ジ　タ　ー

R O T E X　ハンタービンヤード　様

米山奨学生　鄭　  詩頴　様

My ROTARYより

　2020-21年度国際ロータリー会長に、ドイツの

ヘルツォークトゥム・ラウエンブルグ・メリン・

ロータリークラブ会員のホルガー・クナーク氏が

選出されました。

 

https://www.rotary.org/ja/holger-knaack-selected-be-

2020-21-rotary-international-president


