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新世代のための月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会
２）ソング
３）卓 話

（2216回）
我等の生業
知的創造拠点「ﾅﾚｯｼﾞｷｬﾋﾟﾀﾙ」
の取り組みと目指す方向性
一般社団法人 ナレッジキャピタル
専務理事 間 渕
豊 様
Ｓ Ａ Ａ
４）ロータリー財団100万ドルミール実施

☆☆ ９月度の在籍表彰 ☆☆
21ヵ年 中村 健輔
14ヵ年 山村 朋史
9ヵ年 永田 秀次

15ヵ年 川原 和彦
12ヵ年 梅本 知秀

☆☆ ６ヵ月ホームクラブ皆出席者 ☆☆
石田 道夫

大矢 平治

山村 朋史
(以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告
☆☆

会 長 報 告

＊＊

☆☆

皆さんこんにちは、この一週間はよく雨が降
りました。天気予報も警報がよく出され、私共も
常に天気を気にして行動致さなくてはならない
ようになりました。
大阪東淀ちゃやまちロータリークラブの中村
隆俊会員、ゲストの米山奨学生の祝方悦さんよ
うこそいらっしゃいました。どうぞごゆっくり
おすごし下さい。米山奨学生の祝方悦君は後程、
米山奨学金をおわたし致したいと存じます。
また、本日は新世代のための月間記念卓話
がございます。一般財団法人大阪府青少年活
動財団より高橋幸久専務理事、柿島佳子様、
また青少年リーダー新口沙織様、稲垣歩様、
南 ちほ様、中原柚季様がいらっしゃってお
ります。学生の皆様卓話をよろしくお願い致
します。

次週（９月１９日）のお知らせ
１）例

会

（2217回）

２）ソング

ロータリー讃歌

３）卓

｢自動車保険・交通事故

話

による経済的損失について｣
荒木

幾夫会員

<会長報告>
先程も申しましたようによく雨が降った今週
の日曜日9月1日に青年功績賞の授与式が行われ
ました。本年度はファイナルセレモニーが9月に
行われる関係で、授与式も9月に行われたわけで
すが、これは子供たちのキャンプが夏休みに多
いため、その終了時期にあわせて、8月あるいは
9月に行われるようです。当日吉野村は、雨はや
み少し晴れ間も出ていたのですが、天気が読め
ないということで体育館で行われました。星空
の下とは行きませんでしたが、ローソクの炎を
ともした中、
約80名の活動リーダーが集い欠席の
方を含め14名の方に青年功績賞の表彰をさせて
戴きました。
またこの表彰式の前には大阪天満橋ロータ
リークラブ、大阪大手前ロータリークラブ、大阪
中之島ロータリークラブの三世代合同奉仕事業
で贈呈しますムーンライトテントの見学とその
前での記念写真などをとりました。当日は一般
社団法人大阪府青少年活動財団理事長鈴木孝二
様、伊福育成事業部長、今井部長ほかの皆様にお
世話戴きました。また大阪大手前ロータリーク
ラブから岡本社会奉仕委員長も参加されまし
た。当クラブからは私の他に髙田副会長、中島康
之幹事、谷本社会奉仕委員長、三谷新世代奉仕委
員長、中野国際奉仕委員長、中島清治ラック委員

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
外国ゲスト

１名
７名
０名
０名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

68名
54名(65名)
26名
11名

長、御木会員、寺杣会員が参加（attend）されま
した。天候不安定の中、遠い所までほんとうに御
苦労さまでした。
なお当月29日は生駒でもう一度表彰式がござ
いますのでよりたくさんの方にattendして頂き
たいと思っております。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①地区からロータリーの友に関するアンケート
用紙が届いております。本日お配りしており
ますのでご記入のうえ、事務局にご提出くだ
さいますようお願いいたします。
②「第12回ロータリー全国囲碁大会」のご案内
が届いております。詳細につきましては掲示
板をご覧ください。
③『ロータリーの友』英語版のご案内が届いて
おります。詳細につきましては掲示板をご覧
ください。
④「新入会員歓迎会」のご案内をお配りしてお
ります。多数のご出席をお願いいたします。
⑤青少年交換来日学生クウ君の「ウエルカム
パーティー」のご案内をお配りしております。
多数のご出席をお願いいたします。
⑥青少年交換派遣学生 郷渡一司君から報告書
が届いておりますのでお配りしています。
⑦三世代クラブ合同例会の出席のご返事を事務
局までお願いいたします。
⑧新年初例会前の大阪天満宮でのご祈祷につき
ましての出欠のご返事を事務局までお願いい
たします。
⑨№1・2テーブル情報集会の出欠のご返事を事
務局までお願いいたします。
⑩本日18：00より№3テーブル情報集会が「酉分」
ブリ―ゼブリ―ゼ店にて開催されます。関係
各位よろしくお願いいたします。

☆☆ に こ にこ箱 ☆☆

敬称を略す

ユースサービス大阪様 青年功績賞ではお世話
になりました。また本日の卓話よろしくお願い
いたします。
在本 茂
辿り来ていまだ山麓卆寿自祝
福井 興
誕生日（喜寿）自祝
安田 義治
誕生日自祝
在本 茂
誕生日自祝
南川 和茂
誕生日自祝
中村 健輔
誕生日自祝
高田 肇
たんじょう日自祝
中島 清治
誕生日自祝
阪本 宗久

）内は会員総数を基準とした値

９月５日の出席率
83.08％
５週間前（8月8日）の
メークアップを含む出席率 83.05％
メークアップ実施会員
2名（欠席者12名)
在本会長 結婚記念日にきれいなお花ありがと
うございました。
仲西 良浩
４月中旬、突然体調不良になり在本会長始め理
事会メンバー、会員の皆様に大変ご迷惑をお掛
けしました。深くお詫び致します。体調戻り本
日から例会出席しますので宜しくお願いしま
す。
中村 健輔
長期欠席お詫び
目幸 文範
御意見書投函有難うございます。本日、ホテル
と打ち合わせます。
SAA一同
平成25年9月5日

合計金

83,000円

累計金

674,000円

☆☆ 先週（9 月 5 日）の卓話 ☆☆
新世代のための月間記念卓話
「青少年リーダーの思いとキャンプソング」
一般財団法人 大阪府青少年活動財団
専務理事 高橋幸久様
育成事業部事業推進課主事 柿島佳子様
専属青少年リーダー
新口沙織様(フルーチェ)
稲垣 歩様(アルク)
南 ちほ様(エール)
中原 柚季様(ニヤ)
長年に亘り「青年功績賞」などでご支援いただ
いております青少年リーダーの中から、今年度卒
業の4年生がこの活動で得たものや感じたこと、
また将来の夢などを、キャンプ活動中に子どもた
ちと歌っているキャンプソングを交えながら語
らせていただきます。話の流れは概ね下記のとお
りです。
◇大きなうた
「おおきな うただよ あの山の 向こうから
聞こえて くるだろ 大きなうただよ」
◆自然の中で遊ぶことが大好きで、夏になると必
ずキャンプに行っていた小学生時代。
初めて見る虫や植物、一生懸命登った山の頂上
からの景色、みんなで協力して作ったカレーライ
ス。ドキドキ、ワクワクしたその時の思い出は、
今でも忘れられない宝物です。
大学一年の春。先輩に紹介されて知った、リー
ダー活動。ドキドキ、ワクワクした思い出を、今
度は自分が子どもたちに残したいと、踏み出した
一歩。
参加者としてではなく、支える立場として関わ
るキャンプは、何もかもが新鮮で、訪れる夏に期

待と不安でいっぱいでした。
◇世界中のこどもたちが
「世界中の こどもたちが いちどに 笑った
ら 空も 笑うだろう ラララ 海も 笑うだ
ろう ／ 世界中の こどもたちが いちどに
泣いたら 空も 泣くだろう ラララ 海も
泣くだろう ／ ひろげよう ぼくらの夢を
とどけよう ぼくらの声をさかせよう ぼくら
の花を 世界に 虹をかけよう ／ 世界中の
こどもたちが いちどに 歌ったら 空も 歌
うだろう ラララ 海も 歌うだろう」
◆夏、様々な人と出会うキャンプ。
楽しいキャンプをつくろうと共に頑張るリー
ダーはもちろんのこと、キャンプに来る子どもた
ち、私たちの活動拠点である、奈良県吉野の宮滝
野外学校では、私たちのキャンプをあたたかく見
守ってくださる近所の方など、本当にたくさんの
出会いがあります。
その出会いの中から、日々私たちは色々なこと
を学んでいます。
◇友だちはいいもんだ
「友だちはいいもんだ 目と目でものが言える
んだ 困った時は力をかそう 遠慮はいらない
／ いつでもどこでも君を見てるよ 愛を心に
君と歩こう ／ みんなは一人のために 一人
はみんなのために みんなは一人のために 一
人のために ／ みんなは一人のために ひと
りのために」
◆子どもたちの為に、全力で頑張るキャンプ。
けれど、失敗してしまうこともあります。
子どもたちの手助けをしようと思うあまり、子
どもたちができることもしてしまったとき、「そ
れは違う」と言われたこと。
本当の“子どもたちの為に“を、考えなおせた
瞬間でした。
・キャンプのはじまり
どんな子がいるんだろう。
どんなことをするんだろう。
期待と不安でドキドキしながら集まってくる子
どもたち。
明るく元気なあいさつから、キャンプは始まり
ます。
◇キャンプだホイ

「ずっと友だちさ キャンプだホイ キャンプ
だホイ キャンプだホイホイホーイ キャンプ
だホイ キャンプだホイ キャンプだホイホイ
ホーイ ／ はじめて見る山 はじめて見る川
はじめて寝るテント（そーれ！）今日から友だち
明日(あした)も友だち ずっと友だちさ ／
キャンプだホイ キャンプだホイ キャンプだ
ホイホイホーイ キャンプだホイ キャンプだ
ホイ キャンプだホイホイホーイ ／ はじめ
て逢(あ)う人 はじめてうたう歌 はじめて作
るごはん 今日から友だち 明日も友だち
ずっと友だちさ ／ キャンプだホイ キャン
プだホイ キャンプだホイホイホーイ キャン
プだホイ キャンプだホイ キャンプだホイホ
イホーイ」
◆たくさんの自然に目を輝かせる子どもたち。
初めて出会った友だちと一緒に元気いっぱい、
自然の中を駆けまわります。
◇友達讃歌
「ひとりと ひとりが うでくめば たちまち
だれでも なかよしさ やあやあ みなさん
こんにちは みんなであくしゅ ／ 空には
お日さま 足もとに 地球 みんなみんなあつ
まれ みんなでうたえ ／ みんなでうたえ」
◆キャンプで子どもたちにするゲームを１つし
てみたいと思います。
お願いの前に「みなさん」とつけたら、お願いを
聞いてください。それではいきます。
「みなさん」右手を挙げてください。
「みなさん」
左手を挙げてください。「みなさん」頭の上で１
回手を叩きます。せーの、パン！せーの、パン！
２回目叩いた人は、
「みなさん」
をつけていなかっ
たので間違いですね。…
◆日が暮れて、辺りは暗く、静かになっていきま
す。
一つの火を囲んではじまる、キャンプファイ
ヤー。楽しいゲームや歌で、みんなの心も一つに
なっていきます。
◇遠き山に日は落ちて
「遠き山に日は落ちて 星は空を 散りばめぬ
／ 今日のわざを なし終えて 心かろく や
すらえば ／ 風はすずし この夕べ いざや
楽しき まどいせん ／ まどいせん」
◆キャンプではたくさんのことにチャレンジし
ます。
一人じゃ登れない山も、沢も、仲間と一緒なら
挑戦できます。
◇陽のあたる道
「歌いながら君と行く この道を行く 辛いこ
とはおこらない しあわせの道 ／ あの山
谷 あの道に 陽の光輝いて 君と行く人生の

しあわせの道 ／ 雲低く道暗く 悲しい時は
星をあおいで探そう 明るい道を ／ あの山
谷 あの道に 陽の光輝いて 君と行く人生の
しあわせの道」
◆楽しいキャンプにも、お別れの時はやってきま
す。
仲良くなったみんなとの思い出をおみやげに
して、子どもたちは帰っていきます。
◇にじ
「にわのシャベルが １日ぬれて 風にふかれ
て くしゃみをひとつ 雲がながれて 光がさ
して みあげてみれば ／ ラララ 虹が虹が
空にかかって きみのきみの 気分もはれて
きっと明日は いい天気 きっと明日はいい天
気 ／ にわのシャベルが １日ぬれて 風に
ふかれて くしゃみをひとつ くもがながれて
ひかりがさして みあげてみれば ／ ラララ
虹が虹が 空にかかって きみのきみの 気分
もはれて きっと明日は いい天気 きっと明
日はいい天気」
◆キャンプに別れの時が来るように、この活動に
も別れの時はやってきます。
共に成長してきたリーダーとの別れ。
リーダー活動を卒業し、皆それぞれの道に進んで
いきます。
私には小学校教諭になるという夢があります。
出会い、経験、学び。この活動で得た様々なも
のを活かして、社会に出てからも頑張っていきま
す。
本当の“子どものために“、自分ができること
を考えながら。
◇ね
「うまく言えそうにもないけど 今おなかのド真
ん中に 確かにあったかいもの持ってるまっす
ぐに伝えたい ／ いろんな偶然が重なって こ
こにこうしてあなたと 一緒にいられることが
ただとってもうれしい ／ ら～ら～ら～ ね！
おじいちゃんになっても ね！おばあちゃんに
なっても ずっとずっといっしょにあったかく
付き合ってたいよね！ね！ね！」

☆☆ 青年功績賞授与式 ☆☆

きました。
吉野宮滝野外学校は廃校となった小学校を宿
泊施設に改造し、人を育てる野外学校として再生
された施設です。
本年度は大手前、中之島ＲＣとの共同社会奉仕
事業として天満橋ＲＣが担当する年度であり、谷
本委員長の基、この施設に対し、ムーンライトテ
ント8張りを功績賞の授与式に先立って贈呈して
参りました。
在本会長以下、高田副会長、中島幹事、谷本社
会奉仕委員長、大手前ＲＣから岡本社会奉仕委員
長、中野国際奉仕委員長、中島ローターアクト委
員長、そして新入会員の中から御木会員、寺杣会
員、計10名で参加致しました。
夕食をボランティアリーダーの学生の皆さん
に作って頂き、みんなで歓談しながらの楽しいひ
と時を過ごした後、功績賞授与式を行いました。
あいにくの雨のため体育館での開催となりまし
たが、ろうそくの火を囲んでの式は今年も感動あ
ふれるものとなりました。ご参加の皆様、誠に有
難うございました。
新世代奉仕委員会 三谷

＊＊ 第 3 テーブル情報集会 ＊＊
９月5日北区梅田ブリーゼタワー5階「酉文」
において、青少年奉仕部門と米山奨学に関わる
会員の皆さんに米山奨学生祝さん、会長、副会
長、幹事にもご参集頂き、開催されました。日
本と中国の関わりについての話に大いに盛り上
がりました。また祝さんが今取り組んでいる論
文が「知日化について」であることを披露さ
れ、大いに期待すると共に我がロータリーは健
全であるとの小寺会長エレクトの締めのご挨拶
で情報集会を無事終えることが出来ました。
第3テーブルマスター 三谷

今週の日曜日の9月1日に大阪府青少年活動財
団さまが運営されております「吉野宮滝野外学
校」に伺い、ボランティアリーダーの学生14名の
卒業予定者に対して青年功績賞の授与を行って

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
９月第２例会のお知らせ
日 時：9月18日（水）19:15～20:45
内 容：｢第二回日本語教育センター交流会｣
場 所：錦城閣
担当：国際奉仕委員会

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
ビーフカレー

コーヒー

