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＜四つのテスト＞１．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか
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ロータリ財団月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会
２）ソング
３）卓 話

（2452回）
里の秋
「設備工事業について」
坂東 信幸 会員
４）年次総会 次年度理事・役員選挙
５）12月度定例理事会

＊＊

先々週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

皆様こんにちは。
先週報告させていただきました１１月３日「地
車㏌大阪城２０１８」に中島地区ローターアクト
委員長が出席して頂きました。
１１月８日テーブルナンバー３，６の情報集会が
蕎麦しゃぶ総本家浪花そばでありました。コスト
パフォーマンスも素晴らしく、満腹になりまし
た。設営して頂きました福原、寺杣両テーブルマ
スター有難うございました。
１２月６日クリスマス家族会が行われます。恒例
のオークションを行いますので、会員の皆様に
オークションの商品をご提供していただきます
ようにお願い申し上げます。
地区よりマイロータリーの登録要請が来ており
ます。今年度地区では６５％の登録を目指してお
りまして、ちなみに当クラブの１０月の実績は３
８.５％です。あらためて登録の仕方をボックス
に入れさせていただきますし、幹事又は事務局に
連絡いただければお教えさせていただきます。８
０％以上は１２月の地区大会の会長・幹事懇談会
で表彰されますので宜しくお願い致します。
本日、例会前までに指名委員会で指名されました
候補者以外に立候補ならびに推薦がございませ
んでした。１１月２９日次々週の例会終了後に本
年度のクラブ年次総会を開催し、次年度理事・役
員の選挙を行いますので宜しくご出席の程お願
い致します。

次週（１２月６日）のお知らせ
１）例

会

（2453回）

２）国旗およびロータリー旗に礼
３）ソング

君が代・奉仕の理想

４）クリスマス家族会

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①「三世代クラブ合同社会奉仕事業のご案内」
を本日お配りしております。
②クリスマス家族会の出欠のご返事、本日が締
め切り日です。ご返事が未だの方は早急にご
提出をお願いいたします。
③台北陽明RC42周年式典祝賀会並びに国際大会
への参加ご意志の確認のご返事、本日が締め
切り日です。ご返事が未だの方は早急にご提
出をお願いいたします。
台北陽明RC42周年式典
祝賀会は、今回クラブの用意したプランでの
ご参加のみとさせて頂いており、現地集合・現
地解散での参加は原則ありませんので宜しく
お願い致します。
④№2.5テーブル情報集会 出欠のご返事を事務
局までお願いいたします。
⑤新入会員歓迎会の出欠のご返事を事務局まで
お願いいたします。
⑥次々週例会終了後、年次総会を開催させて頂
きますのでご出席よろしくお願いいたしま
す。
⑦次々週例会終了後「12月度定例理事会」を開催
いたします。本日ご案内させていただいてお
りますので関係各位宜しくお願いいたしま
す。
⑧次週11月22日は定款により休会にさせて頂き
ます。なお、事務局もお休みさせていただきま
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

２名
４名
１名
０名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

52名
35名(45名)
20名
10名

敬称を略す

髙田会長素敵なお花をありがとうございまし
た！！おかげ様で結婚50年の節目を迎えまし
た！！よく続いたものです！！家族に感謝
川原 和彦
結婚記念日自祝！
中川 政照
結婚53年自祝
橋本 守之
結婚記念日自祝 ありがとうございます！
山本 邦人
本日のリーダー活動のご体験卓話楽しみにして
居ります。前垣理事長様 岩村さん 植野さんよ
ろしくお願いします。
川原 和彦
一般財団法人 大阪府青少年活動財団 理事 前垣
様 卓話者の岩村様 植野様ご来訪ありがとうご
ざいます。
中村 修
塩谷さん ようこそお越し頂きました。
石田 道夫
タイ ノンケムＲＣ 塩谷会長エレクト様 当例会
にご参加いただきありがとうございます。心よ
りご歓迎いたします。
国際奉仕委員会
ローターアクトクラブで12月22日クリーンハイ
ク1月16日新年例会が開催されます。お時間のあ
る方ご参加よろしくお願いします。 阪本 宗久
永田さん、熊野三山参拝旅行いろいろ御世話に
なり有りがとう御座いました。家内も初めての
熊野で大変喜んでおりました。
衣斐 孝雄
永田会員に大変大変お世話になりました
鍬田 充生
平成30年11月15日
合計金
66,000円
累計金 1,094,000円

☆☆ 先々週（11 月 15 日）の卓話 ☆☆
「リーダー活動で学んだこと（得たこと）」
一般財団法人 大阪府青少年活動財団
ユースリーダー卒業生 岩村 綾子 様
私がユースリーダーをして、学んだことはた
くさんありますが、その中でも自分が本当に身
につけられてよかったな、と思える三つのもの
を紹介したいと思います。 まず、自分のことを
知る力です。人と関わる機会がたくさんあって、
人の良いところをたくさん見つけられるように
なり、それが自分を見つめ直すきっかけになり
ました。そうすることで、自分にいろいろな視点
が身に付き、成長を実感することが出来ました。
次に、考える力です。一つのことを言ってそれ
が完璧にできるのは、ロボットでもできますが、
人には考える力があります。どうして？なん
で？というように、考えて行動する力がユース
の活動を通してより身についた、と思います。
最後はやはり仲間です。ぶつかり合える、本音
を言える、遠慮のない関係の仲間。いろいろなこ
とを一緒に乗り越えたからこそ、たくさん話し

）内は会員総数を基準とした値

11月15日の出席率
77.78％
５週間前（10月25日）の
メークアップを含む出席率 86.36％
メークアップ実施会員
3名（欠席者 9名)
合ってお互いのことを理解しあうことが出来ま
した。そんな素敵な後輩、先輩、そして同期に出
会えて本当に良かった、と思います。そして、こ
れからも私に刺激を与え続け、一緒に成長して
いく人たちだと確信しています。
ボランティアとは、自分のためにするもので
すが、私の場合、その過程には必ず「誰かのため
に」がありました。誰かのために頑張ることが、
結果、自分の成長という形で自分に帰ってくる。
それが私のボランティア活動でした。
なるかわリーダー卒業生 植野 晴菜 様
私がリーダー活動を通して学んだこと、得た
ことは沢山ありますが、今から記述している三
つが特別です。 一つ目は、様々な見方・考え方
を持って行動することです。まだリーダーに
なったばかりの頃は自分のことで精一杯で、自
分の知識や技術を上げようと努力をしていまし
た。しかし、ランクアップにつれ周りを意識する
ようになり、キャンプはもちろんですが、日常の
生活でも様々な見方・考え方を持って行動する
ようになりました。周りの人の見えない努力を
考えることや、感謝の気持ちを持ち続けること、
リーダー活動を通して得た「どんな見方・考え方
にも誰かのために繋がる」ということ、を尊重し
忘れないようにしていきたいと思います。 二
つ目は、年間キャンプで感じることができた「信
頼」です。1年間を通して、キャンプを仲間や子
供たちとともに作り上げていく達成感や喜びを
分かち合う瞬間は、本当に私にとって価値のあ
る時間でした。子どもたちのためにできること
を試行錯誤しながら働きかけ続け、1年間で築き
上げた子どもたちとの信頼は、かけがえのない
宝物です。そして、つらい時やしんどい時も最後
まで乗り越えられたのは、仲間のおかげです。仲
間との信頼関係も私にとって大きな財産です。
最後は、居場所です。自分を認めてくれると
いう安心感は、自分が成長しようとする勇気に
変わると思います。それを活かせるかどうかは
自分次第だとも感じます。私はこの4年間で、得
られたものもあればまだまだ掴めていない成長
もあります。だからこそ、これからも常に自分を
磨く心を忘れず、今後社会人になった時にこの
経験を活かして、周りの人への感謝の気持ちを
一番大事にしていこう、と思います。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
小松菜煮浸し京揚げ 人参 釜揚しらす 糸花
鰆照り焼き 叩き木の芽 栗甘煮 酢蓮根
柚子ひろうす 蕪 蓮根 インゲン
共地菊花餡掛け
栗ごはん 香の物
柿 レモンゼリー掛け

