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青 少 年 奉 仕 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2382回）
２）ソング
ロータリー讃歌
３）卓 話
「新入生が受ける最初で最後の私の講義」
～なぜ大学で勉強するのか～
河田 惠昭 会員

☆☆

５月度の在籍表彰

45ヵ年 寺井 種伯
7ヵ年 中村 修
5ヵ年 箕村 保

☆☆

8ヵ年 中野 格
6ヵ年 中島 清治
5ヵ年 仲西 良浩

☆☆６ヵ月ホームクラブ皆出席者☆☆
橋本 守之

髙松 貞彦

柳澤 興平
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

皆様ゴールデンウイークは如何お過ごしでし
たでしょうか？
４月２６日（水）タイのノンケームRC、台北陽
明RCとのグローバルグラントでのタイ・ロンポー
タエサック病院への腎臓透析機二台の贈呈式が
無事終了しました。この地域では腎臓透析機は
初めての導入で、式典終了後付近の人が集まり
早速腎臓透析機の話や腎臓の話の講習会が開か
れたそうです。この事業は山本直前会長、中野直
前幹事のご尽力によって達成出来たものです、
お二人に心より感謝申し上げます。
前回例会前には山本戦略計画委員長の下で委
員会が開催され「全員参加の委員会活動」の実践
及び「クラブは何を目指しているか？」について
討議されました。まずは新旧委員会の引継ぎを
スムーズにし、各事業の必要性、問題点、予算等

次週（５月２５日）のお知らせ
１）例

会

（2383回）

２）ソング

友と呼べるのは

３）卓

「 とりとめのない話 」

話

郡 悦清

会員

４）6月度定例理事会（新旧合同）

を十分に認識して頂く為に６月８日のクラブ協
議会に向けて各新旧委員会が会合を開いて頂
き、十分な討議をして頂きます様にお願い申し
上げます。
当日夜はテーブルNO.１・６・７の情報集会が
リーガロイヤルホテルにて開催され、参加者皆
様の近況を聞かせて頂き大いに盛り上がり楽し
い時間を過ごさせて頂きました。テーブルマス
ターの永田会員、坂東会員、宮里会員お世話にな
りました。
５月１０日（水）RACの例会が錦城閣で開催さ
れ、高良副会長、勝見委員長、中西社会奉仕副委
員長が参加頂きました。メインプログラムは専
門知識開発委員会担当で、勝見委員長による「印
刷の今迄とこれから」と題しての卓話をして頂
きました、勝見委員長良いお話を賜り大変参考
になりました有難う御座いました。なにわ淀川
花火大会へのRACのボランティア協力の説明に運
営委員会企画委員長の湯浅様と副委員長の村井
様がご来訪頂きました。４月入会の２会員も参
加されており、その一人は早速次期幹事を務め
られるとのことでした。
新規の事務局員が５１期の三役の方々の面接
の上、足立さんと云う方に決定し本年６月１日
（木）より来て頂くこととなっております何卒
宜しくお願い申し上げます。

☆☆ 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
３名
０名
０名

会員総数
59名
会員出席
44名(52名)
出席規定適用免除 21名
会員欠席
8名

幹 事 報 告

☆☆

①「ロータリーの友」をお配りしております。併
せて5月号推奨記事のご紹介をお配りしてお
りますのでご覧いただきます様お願いいたし
ます。
②大阪水都ロータリークラブからチャーターナ
イト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のうえ、参加ご希望の
方は事務局までお申しで下さい。
③「次年度事業の計画立案について」を本年度
ならびに次年度委員長にお配りしておりま
す。なお、次年度委員長におかれましては早々
に事業計画案（計画書原稿）をご提出頂きます
様お願いいたします。
④「クラブ紹介パンフレット」を全会員に配布
させて頂いております。
⑤青少年交換派遣学生 永田秀成君から月例報
告が届いておりますので本日お配りしており
ます。
⑥№2.5テーブル情報集会のご案内を本日お配
りしております。
⑦児童院でのバーベキュー大会への出欠のご返
事を事務局までお願いいたします。
⑧「新年度ロスターの原稿」訂正のご提出が無
かった方は本年度同様の内容で掲載させて頂
きますのでご了承お願いいたします。
⑨本日18：00から№3.4テーブル情報集会が備後
町の「 吉 寅 」にて開催されます。関係各位
は宜しくお願いいたします。

☆☆ に こ にこ箱 ☆☆

敬称を略す

本日のボランティアスタッフの卓話です。
よろしくお願いします。
勝見 茂
結婚記念日に美しいお花、有難うございまし
た。
山本 喬一
結婚記念日自祝 綺麗なお花有難うございまし
た。
宮里 修一
早退のお詫び。
髙松 貞彦
本日、「うすいえんどう」を収穫し､持参いた
しました。
私が昨年11月に種蒔きをして、無農薬・有機栽
培いたしました。無農薬につき、虫が付いてい
るかもしれませんがご容赦下さい。

）内は会員総数を基準とした値

5月11日の出席率
84.62％
5週間前（4月13日）の
メークアップを含む出席率 92.16％
メークアップ実施会員
7名（欠席者11名)
また、数量に限りが御座いますので、各テーブ
ルにて､譲り合いか、じゃんけんで決めて下さ
い。
どうぞ、今夜は「豆ご飯」をお楽しみ下さい。
仲西 良浩
平成29年 5月11日

合計金

20,000円

累計金 2,688,000円

☆☆ 先週（5 月 11 日）の卓話

「子どもとともに成長するキャンプ」
一般財団法人 大阪市青少年活動協会
ボランティアスタッフ 井上恵里 様
私はキャンプリーダーの活動を始めて４年目
になります。子どもが好きで、新たなことに挑
戦したいと思い、この活動を始めました。不安
と緊張でいっぱいだった初めての活動からこれ
まで、様々な子どもたちと出会い、多くのこと
を学びました。その中でも私が重要だと思うこ
とが２つあります。
１つ目は、「その時々の子どもの気持ちに寄
り添う」ということです。活動時、子どもたち
は自身の思いを言葉、表情、行動等の何らかの
形で発信しています。子どもが発信するサイン
を見過ごさず、受け止め、反応として返すこと
は子どもたちとの信頼関係を築く上で大切で
す。
２つ目は、「子どもの個性を生かす」という
ことです。絵を描くことが得意な子や笑わせる
ことが得意な子など子どもによって得意不得意
は違い、一人ひとりに持ち味があります。キャ
ンプで出会った仲間とのグループ活動を通し
て、一人ひとりの個性を認め合い、その力を生
かすことで、活動の可能性が大きく広がり、楽
しい以上の喜びや自信につながるのではないか
と考えます。

キャンプでの経験は子どもにとっても私たち
スタッフにとっても大きな糧になります。これ
からも子どもたち一人ひとりを大切にし、互い
に高め合える仲間とともに残りの活動も一つず
つ丁寧に精一杯がんばります。
「仲間との活動を通して学んだこと」
ボランティアスタッフ 島本 奏 様
これまでの活動を通して、子どもや保護者の
皆様、職員の方々、そして共に活動をする仲間
など多くの人と関わることによって、私自身が
成長できるきっかけとなったと感じていること
があります。
それは、支えてくれる人の存在に気づけたこ
とです。私は、今まで悩みを打ち明けたり、相
談したりすることは恥ずかしいことだと思って
いました。しかし、子どもたちとのキャンプや
研修を通して、お互いを知っていく中で、勇気
を出して自分の気持ちを打ち明けてみると、そ
こには共感し、受け入れ、支えてくれる仲間が
いました。
また、様々な考えを持ったスタッフが、子ど
もやキャンプへの想いを共有し、共に創り上げ
ていくことは難しい時もありますが、そこに面
白さもあると感じています。人には必ず良いと
ころがあります。4年目の活動を迎えた今、活
動を通して、お互いの良いところを知ることが
でき、互いに尊重し、尊敬し合えるようになり
ました。
あいすおおさかは、私を大きく成長させてく
れた場所です。残り1年ですが、素敵な仲間と
ともに悔いの残らないよう活動に励んでいきた
いと思います。そして、さらに多くのことを学
び、自分を成長させていきたいです。

コク郊外のロンポータエサック国立病院に腎臓
透析機２台の贈呈式が４月２６日に行われまし
た。そのときの画像と報告のメールが届いてい
ますのでご紹介いたします。 国際奉仕委員会

「 バンコクは今1番暑い時期を迎えてきてい
ます。本日、グローバルグラントとしてノンケー
ムロータリークラブがホストクラブで腎臓透析
機2台を贈呈しました。約US＄33,000です。ノン
ケームロータリークラブがホストクラブとして
結成以来25年でグローバルグラントに成功しま
した。大阪天満橋ロータリークラブ様、台北陽明
ロータリークラブ様多くのロータリークラブ様
のご支援があったればこそ出来ました。深く感
謝申し上げます。
この地域で、腎臓透析機は初めて導入です。大
変喜ばれました。式典終了後付近の人が集まり
早速 腎臓透析機の話や腎臓の話の講習会があ
りました。取り急ぎ、ご報告申し上げます。
ノンケームＲＣ 元会長 塩谷 勝 」
☆☆ 児童院 ＢＢＱ大会 ☆☆

☆☆ＦＶＰ事業「腎臓透析機贈呈式」☆☆

タイ国ノンケームＲＣからの提案で、台北陽
明クラブと共に参加しているGG1746368「腎臓に
関する健康プロモーション」の事業としてバン

５月１３（土）に石田会長が始められた児童院
の恒例のBBQ大会を行いました、残念ながら雨と
なり外で出来なくなった事が悔やまれた次第で
す。２階ベランダーにて行う事になりましたが、
BBQの雰囲気は充分に出せました。。
児童院の子供２５名、先生１１名、天満橋RC石
田会長はじめ１４名、RAC６名で計５６名の参加
でのBBQ大会となりました。

朝早くからRACの谷会長指揮のもと買い出し
をした肉１０㌔、おにぎり１００個、焼きそば３
０人分、野菜、イカ、エビ等、かなり仕入ました。
１１：４０に石田会長の挨拶で始まり、中野、寺
杣、
宮里会員に肉を焼く係をしてもらい、RACには
焼きそばを作る係をしてもらいましたが、焼い
ても、作っても追いつけ無い程、子供たち、先生、
RC,の方々に美味しく食べて頂けました、
又、仲西副委員長のサプライズでアイスク
リームを飾り付けしてドライアイスを使い煙を
出した時に子供たちは大喜びしていました。
次に、RACのメンバー全員でビンゴゲームをし
て頂き大いに盛り上がり子供たちが大きな声で
ビンゴと言いながら自分の番号が出ると大は
しゃぎして、又、景品が当たると大喜びしていま
した。
RCの方もビンゴで景品を貰う顔が嬉しそう
でした。
少し予定していました時間より、早く終わり
ましたがBBQの食材もほとんど残らず、１時４５
分に野坂先生の終わりの挨拶で無事に今年度の
恒例BBQ大会を終えることが出来ました。
社会奉仕委員会としましては、この事業は今
後共続けていける様にして頂きたいと思いま
す。
最後に参加して頂だきました会員の皆様、ま
た協賛金にご協力して頂きました皆様には本当
に感謝しています。ありがとうございました。
社会奉仕委員会
－－NO.1.6.7テーブル情報集会－－

情報集会ならではの皆様の本音のお話もたく
さん聞くことができ、有意義な情報集会となり
ました。
NO.1テーブルマスター 永田 秀次
NO.6テーブルマスター 坂東 信幸
NO.7テーブルマスター 宮里 修一
－－ №3・4テーブル情報集会 －－

5月11日（木）18:00～ 備後町の「吉寅」
にて№3・4テーブル情報集会が総勢14名で
開催されました。会長のご挨拶に続き南川
パスト会長の乾杯のご発声で始まり、美味
しい鰻料理とお料理にあったお酒を美味し
く頂きながらご参加の皆様の近況報告等、
楽しい時間を過ごすことができました。南
川パスト会長のお話には驚きと羨ましさで
参加者全員からため息が漏れておりまし
た。最後は橋本会長エレクトのご挨拶にて
閉会になりました。ご参加の皆様有難うご
ざいました。
№3テーブルマスター 木川 武利
№4テーブルマスター 中村 健輔

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・先付/アスパラガス胡麻和え
・炊合/鯛カマ山椒煮
・酢物/鯛の子南蛮漬け
・汁物/浅利入り田舎味噌仕立て
・食事/えんどう豆御飯 香の物
デザート/メロン 柏餅 さくらんぼ

ロータリー讃歌

こころ

大阪ＲＣ
作詞 大 林 芳 郎
作曲 津 田 宗 三 郎

しるし

一、ロータリー 奉仕の精神
ロータリー 誠意と友愛
ロータリー ロータリー
徳義に立って
世界を 一つに結ぶ
ロータリー ロータリー

むつみ

二、ロータリー 理想の表徴

ロータリー 融和と親善
ロータリー ロータリー
希望に燃えて
世界に 平和を樹てる
ロータリー ロータリー

4月27日18時より、NO1.6.7テーブル情報集会
を、リーガロイヤルホテル「なかのしま」の日本
料理を28階
「サファイアの間」
で開催されました。
石田会長、高良副会長、橋本会長エレクト、箕村
幹事、寺杣幹事エレクトにもご出席いただき総
勢18名の参加となりました。
石田会長から開会のご挨拶をいただいた後、
郡ガバナー補佐の乾杯のご発声で開会されまし
た。蛍烏賊や筍を始め旬の食材をふんだんに
使った特別メニュー、おいしいお酒に舌鼓をし、
28階からの素晴らしい景色にも酔いしれました。

