
として子供達の目にキラキラとした輝きを与え

つづけてきたことは素晴らしいことだと思いま

す。 

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆ 

① 秋の家族会の出欠のご返事を事務局までお願

いいたします。多数のご参加をお願いいたし

ます。 

② 「2014-15年度 IM6組 インターシティ・ミー

ティング」出欠のご返事を本日中に事務局ま

でお願いいたします。 

③ 本日18：00より№2・5テーブル情報集会が「 桝

田」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 

本日の若いお二人の卓話拝聴下さい 

             青少年奉仕委員会 

交換留学生アヌーク・チャバスさん、ボラン

ティアスタッフ宮谷さん玉城さん、3名の若人

を迎えて 小寺 一矢 

たのしいアヌックちゃんをよろしく 

                 徳岡 昭七郎 

誕生日自祝 福井 興 

誕生日自祝 南川 和茂 

誕生日自祝 安田 義治 

誕生日自祝 在本 茂 

誕生日自祝 髙田 肇 

誕生日自祝 寺村 清 

☆☆ ９月度の在籍表彰 ☆☆ 

 22ヵ年 中村 健輔  16ヵ年 川原 和彦 

 15ヵ年 山村 朋史  13ヵ年 梅本 知秀  

 10ヵ年 永田 秀次    

☆☆ ６ヵ月ホームクラブ皆出席者 ☆☆ 

山村 朋史 

                                 (以上敬称略） 

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊ 

☆☆ 会 長 報 告 ☆☆ 

 先週の泉 博朗ガバナーの公式訪問を終え

て、この週はほっとしており、特段のご報告も

ありません。 

 ９月は「青少年のための月間」であり、本日

も二人の若者が「青少年のための月間記念卓

話」で来訪して頂いております。 

 若者といえば、８日にはテニスの錦織 圭選

手が全米オープンで準優勝という日本人初の快

挙を成し遂げました。１３才で「世界のチャン

ピオンを目指す」と米国へ渡ってから１１年。

松江市が生んだ天才少年の偉業を称えたいと思

います。 

 青少年の活躍・活動は様々な方面にわたりま

す。一人の天才の活躍は、それはそれで素晴ら

しいことですが、普通の若者が世間には目立た

ないけれど、普通の子供達の野外活動リーダー

として、大学生活４年間を無償のボランティア

☆☆ 今日のプログラム ☆☆ 

１）例 会 （2262回） 
２）ソング  ロータリー讃歌 
３）卓 話  
 「歴史と伝統ある大阪天満橋に 
           感謝の十川ライブ」 
       十川ミュージックアカデミー 
        十川裕加（そがわ ゆか）様 

仲西 良浩会員紹介 

   次週（９月２５日）のお知らせ 

１）例 会 （2263回） 

２）ソング  線路は続くよどこまでも 

３）卓 話  我が師 

        「岡 仁詩 藤田 敏治」 

            西井 幾雄会員 

４）10月度定例理事会  

ＳＥＰＴＥＭＢＥＲ １８ ２０１４ ＮＯ．２２６２ 
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誕生日自祝 中島 清治 

誕生日自祝 阪本 宗久 

昨日当クラブのゴルフ同好会、小寺会長杯で優

勝致しました。晴天のへきれきですが、一応自

祝 橋本 守之 

昨日のゴルフ会 急な欠席誠に申し訳ありませ

ん 川原 和彦 

平成26年9月11日  合計金   71,000円 

          累計金 507,000円 

☆☆ 先週（9月 11 日）の卓話 ☆☆ 

新世代のための月間記念卓話 

           青少年奉仕委員会 

「自然と子どもたちから学んだこと」 
宮谷祐史 様 

私はキャンプリーダーの活動を始めて4年に

なります。この活動を通して多くのことを学び

ましたが、その中でいつも心に留めていること

が2つあります。 

1つ目は「自然の豊かさ」です。キャンプでは

鮮やかな山々、キラキラ光る川、満点の星空など

都会のビル群に囲まれていては見えないものを

たくさん見ることができます。私自身も五感で

身体いっぱい自然に触れることで鈍った感覚が

生き返ってきます。そして、自然の豊かさを子ど

もたちと一緒に感じながら目一杯遊ぶことはと

ても楽しいです。 

2つ目は「子どもたちの素直さ」です。自然を

見る子どもたちの目はとても輝いています。た

とえば、川の上にトンボがたくさん飛んでいる、

わずかそれだけのことでも子どもたちにとって

は大発見です。子どもたちの大発見を決して「当

たり前でしょ」と大人のフィルターを通して見

ないように心がけています。１つ１つの大発見

を丁寧にとりあげ、時には一緒に立ち止まった

り、顔を近づけてみんなで観察したり、子どもた

ちと一緒に素直な気持ちで感じることを心がけ

ています。 

これから出会う多くの子どもたちにもっと良

い体験が届けられるようにこれからも頑張りた

いです。 
「子どもと自然とわたし」 

玉城瑠美 様 

わたしは、このキャンプリーダーの活動を始

めて4年目になりました。先日、夏のキャンプを

終え、今はすごく寂しい気持ちでいます。 

この活動には大学生活では感じられない、い

ろんな楽しいが溢れています。子どもたちと一

緒に作って食べるカレーのおいしさ、冷たい川

の水、空いっぱいの星、同じ目線に立つことで同

じ楽しみを感じられることを学びました。 

また、子どもたちが笑顔で元気にキャンプを

するためには準備が必要です。悩み、考え、想い

を込めたキャンプを終えたときに感じられる達

成感も活動の楽しさです。 

さらに、4年間を共にしてきた仲間や職員の

方々、先輩、後輩など「あいす・おおさか」での

出会いも大きな財産になっています。同じ想い

で一生懸命になれる存在がいることで活動はさ

らに充実し、楽しみや喜びが大きくなります。 

私は人や自然と出会うことでとても豊かにな

りました。それらを少しでも子どもたちに伝え

られるよう、精一杯活動に励みたいと思います。 

＊＊ No.2･5 テーブル情報集会＊＊ 

 9月11日18時より、心斎橋の桝田にて情報集会

を行いました。部屋は12名で一杯で、掘りごたつ

でない中央の２席は幹事及び幹事エレクトにお

願いし、テーブルマスターは、事務局と共に外の

カウンターという変則とさせて頂きましたが、

様々な話題で大変盛り上がり、あっという間にお

開きの時間となりました。写真は、他のお客さん

がお帰りの後、カウンターで撮影したものです。 

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆ 

淡路産季節のお野菜のリゾットとポーチド
エッグ 
ＵＳ・ハラミビーフと万願寺ペッパーとトマ
トライス 
チョコレートムース、ベリー添え、コーヒー 

 ☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（ ）内は会員総数を基準とした値 

国内ビジター ０名 会員総数 62 名 

国内ゲスト  ４名 会員出席 47 名(58名) 

外国ビジター ０名 出席規定適用免除 24 名 

外国ゲスト  ０名 会員欠席 11 名 

9月11日の出席率 81.03％ 

4週間前（8月21日）の 

メークアップを含む出席率 87.72％ 

メークアップ実施会員     1名（欠席者8名) 


