
 

RI D2660   東大阪東ロータリークラブ 

   HIGASHIOSAKA-EAST ROTARY CLUB 
 

 

 

例会場：ホテルセイリュウ  例会：毎週木曜日 12:30～  HP：http://www.higashiosaka-eastrc.jp  

会長：吉﨑広江 ／ 幹事：大橋秀典 ／ 会報資料担当：梶田梓聞 

 
 
■ 卓話 

「職場と地域との関わり合い」 

         吉川   宏 君 

 

■ 今日の歌 
「限りなき道ロータリー」 

ピアノ 岩島 佳子 先生 
 
■ 例会後 

第1 回よろず実行委員会 
 

 
 
■ 2 月4 日（木） 

卓話「いろいろ想うこと」 
        大塚 俊彦 君 
■ 例会後 

第1 回よろず実行委員会 

 
   1月は 

   職業奉仕月間 です 

 

 

先週（1/21)の出席者数：37 名（0） 

 

出席率：66.07％ 

 

会員：62名（免除6名） 

 12/17 1/7 1/14 

HC出席 40(0)名 46(4)名 32(0)名

MU出席 10(0)名 7(1)名 12(0)名

修正出席率 89.29％ 86.89％ 78.57％
 

 
               吉 﨑 会 長  

先週のクラブ協議会にご出席の皆様、お疲れさまでございました。いろいろと活発な議論をいただいた件は、下半

期あるいは次年度の芳田年度にしっかりと反映していきたいと思っております。 

 半月ほど前に、用事があってネクストRC の例会に出席しました。平均年齢は40 歳ぐらいでしょうか。出席されて

いる半数ぐらいの方は入会歴が2 年ほどの方で、残りはもっと長いか短いかの方です。自己紹介の時間があり、みな

さんのお話しを聞いていると、2 年以内の方々は、「ここでよい知り合いに出会うことができ、自分自身とても勉強に

なった」と口を揃えておっしゃっていました。レストラン経営の方や大学の講師の方など様々な仕事を持つ皆様が、

忙しい時間を何とか工面して、遅刻しながらも例会に出席されていました。ネクスト RC の例会は、ロータリー旗も

日本国旗もホワイトボードに掛けてとりあえず飾り、何名出席するかも蓋を開けてみないとわからない、食事もない、

歌もないものです。会長や幹事でさえ揃って出席するかどうかはわかりません。週報は幹事が作成しネット上にアッ

プし、各自がプリントして持参されています。実のところ、私も例会に参加するまで「何とかやりくりして」クラブ

を継続しているのだと思っていました。しかし、「入会して本当によかった」という新入会員の方が口々におっしゃる

のを見て、それは間違いだと思いました。みなさんは、喜んでクラブに参加されています。 

ロータリークラブに入会すると、「よい人と知り合える」と心から思います。それは、自分が自分の活動の中で知り

合えない業種、役職、年齢の方々と、「クラブの会員」という事実だけで心を開いて付き合っていただけるという特典

です。よく外国でロータリーバッジだけで友人になれるという話を聞きますが、同じ組織の一員であるという「信頼

感」は、国籍を超えたものだと実感します。そんな特典を活かすためにも、多くのロータリアンと付き合わなければ

もったいない。例会出席はじめ、多くのロータリーの活動に参加することで、より多くのロータリアンと知り合うこ

とができるようになります。 

是非とも国際大会はじめ、さまざまなロータリーの活動を通して、良い知り合いをもっともっと広げていただけたら

と思います。 
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世界へのプレゼントになろう

『 素 直 な 心 で 、 プ レ ゼ ン ト の 喜 び を 分 か ち 合 お う 』 
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幹 事 報 告           大 橋 幹 事 

≪これからの予定≫ 

【１】2/4（木）例会後、2 月度定例理事会 

【２】2/6（土）第2 回クラブ国際奉仕委員長会議（三

宅委員長出席） 

   2/6（土）第1 回クラブ戦略計画委員長会議（吉

崎会長、芳田会長エレクト出席） 

【３】2/9（火）井上会員による出前授業（井上会員

ご自宅にて） 

【４】2/11（祝・木）移動例会ならびにＩＭ第4 組ロ 

ータリーデー  於：シェラトン都ホテル大阪 

  例 会 12：00～13：00（食事有り） 

          於：3Ｆ 明日香の間 

 ≪ＩＭ≫ 

  第1 部 13：00～ 開会式 於：４Ｆ浪速の間 

      15：10～ 基調講演 

      15：50～ 第1 部閉会式 

  第2 部 16：15～17：35 懇親会 

≪連絡事項≫ 

【１】2/11（祝・木）はシェラトン都ホテル大阪に於

いて、移動例会ならびにＩＭ第4 組ロータリーデー

が開催されます。多数のご参加宜しくお願い致しま

す。 

【２】2/1（月）～2/3（水）まで、ホテルセイリュ

ウは館内メンテナンスの為、休館となります。 

【３】ＩＭ第7 組公開シンポジュウム参加のご案内 

開催日時：2016 年3 月13 日（日） 

      開場 12：00 開演 13：00～17：00 

 会  場：大阪府立国際会議場 10 階 会議室 

      ※入場料無料（入場整理券発行） 

 主  催：大阪御堂筋ロータリークラブ 

      国際ロータリー第2660 地区ＩＭ第7 組 

      各ロータリークラブ・関西岩手県人会 

◎参加ご希望の方は、1 月28 日（木）までに事務局 

までお知らせ下さいますようお願い致します。 

 

 

 

国際ロータリー 日本ロータリーチーム会議 出席

報告 

第3ゾーンロータリー財団地域コーディネーター補佐 

溝畑正信（東大阪東） 

2016 年1 月13 日（水）、東京、三田国際ビル（ここ

には国際ロータリー日本事務局がある）において、国

際ロータリー 日本チーム会議が開催され、出席しまし 

た。 

出席者は、斎藤直美RI理事エレクト、辰野克彦RI第1，

2，3 ゾーン地域別会員増強プロジェクトリーダー、第

1，2，3 ゾーンのロータリーコーディネーター（RC）、

ロータリー財団地域コーディネーター（RRFC）、 ロー

タリー公共イメージコーディネーター（RPIC）、恒久基

金／大口寄付アドバイザー（EMGA）および各アシス

タント（各3 名）、計30 名。 

今回の課題は、4 月 4～5 日に開催される日本チー

ムの会議すなわち、会員基盤向上セミナー、第一日目

は会員増強維持・戦略計画とクラブ活性化、第二日目

はロータリー財団を活用した奉仕活動の更なる実践、

の計画案づくり並びに意見交換の場で、主催者は杉谷

卓紀 ＲＩ理事です。 

今までは、会員増強はロータリーコーディネーター、

財団への寄付はRRFC、大口寄付はEMGA、またロータ

リーのイメージアップは RPIC とバラバラに活動して

いたがこれで良い成果を上げることができるか、それ

より、RI より任命を受けているコーディネーターが、

チームとして集まり、会員増強や寄付の増進をしてい

く方がもっと効果が上がるだろう、我々の基盤は日本

であり、我々の力を結集して、日本の輝かしい未来を

作りましょう、というわけです。 

会議では、１．全体会議：開会挨拶斎藤直美RI 理事

エレクト、辰野克彦プロジェクトリーダーの会議主旨

説明、次に、RC 代表 第2 ゾーン金杉 誠、RRFC 代表 

第1 ゾーン岩淵 均、RPIC 代表 第3 ゾーン岩永信昭、

EMGA 代表 第3 ゾーン鳥居 滋ら各氏の現況報告の後、

会員増強維持のための戦略、会員基盤向上セミナーに

ついての意見交換及び協議 ２．グループ会議：役割

別、ゾーン別 

３．全体会議：グループ会議報告を役割別、ゾーン別

に行われました。 

 私は、従来は財団学友のみを学友と言っていたのが、

学友の定義が拡大され、青少年活動に参加した人たち、

ローターアクト、青少年交換、インターアクト、ライ

ラ、米山を含め、2660 地区ロータリー学友会の設立

レセプションを開催したこと、これからは学友の活用

の重要性を発言しました。 

 

 

ロータリー短期青少年交換 報告 

       東大阪市立花園高校 井上穂海 

 

1 月4 日～7 日まで、韓国の麗水というところにホー

ムステイをしに行きました。 

私は、韓国に行くということ自体が初めてで、しかも

ずっと行きたかったところだったのでとても楽しみで

した。不安なところは、言葉の壁とか、ホームステイ

先の家族の皆様が受け入れてくれるのかというところ

でした。 

1 日目、韓国についてさっそくおいしい韓国料理の店

に連れて行ってもらいました。 

日本を出発してから機内で出た、機内食を食べていた

のであんまりおなかは空いていなかったのですが、出

てくるものすべてがおいしくて結局普通におなか一杯

食べました。どれもおいしかった

ので。ほんとにありがとうござい

ます。 

夜には、夜景を見に連れて行って

もらい、そこでケーブルカーに乗

りました。そこから眺める麗水の

街並みがすごくきれいでした。 

幹 事 報 告 

地 区 委 員 会 報 告 



２日目は、ロータリーの事務所に行ってから、ロータ

リアンの人と面会をし、そのまま昼ご飯を食べに行き

ました。一枚が大きなカルビが何枚も入っていて、甘

辛く味付けされていたので、とても食欲がそそられて

しかも、そのたれがごはんにぴったりでとてもおいし

かったです。 

ドラマセットの見学に行かせていただいたときに、こ

れが実際にドラマの撮影

場所になっているのかと

思うと、すごく不思議な

気持ちになったしその日

ちょうど新しく、映画の

撮影をしていたのでとて

もテンションが上がりました。 

その日の夜ご飯は、私の大好きなサムギョプサルでし

た。とてもうれしくてしか

もおいしかったです。この

鉄板の端に生きたたこを豪

快に焼いて食べたのはすご

く印象に残っています。 

3 日目は、昔の王宮の跡地へ行ってきました。韓国ド

ラマなどで見てたものがそのままあったので、すごく 

感動したしわくわくしました。もう一つ感動だったの

が、‘チャングムの誓い’

のワンシーンが撮影され

た場所だったということ

です。小学生の時、母と

一緒に見てたのでこの場

所に行けてすごく嬉しかったです。 

もうひとついったのが、アクアリュウムです。水槽の

中できれいな魚たちが泳いでいました。なかでも、す

ごく楽しかったのが、マジックアートです。右の写真

のように絵の中に入り込んだみたいに見えるところが

すごく面白かったし、その日はこれが一番、日本の留

学生に人気でした。  

この日の夕食は、洋食店に行きました。韓国料理とお

肉ばっかり食べていたので、すごく嬉しかったしおい

しかったです。写真の右のごは

ん、私は最初ケチャップライス

かと思ったのですが、さすが韓

国だけあってキムチでした。で

も、上にのっている卵とかかっ

ているソースとの相性が良くて、あっという間になく

なっていきました。 

というような感じで、韓国での日々はあっという間に

過ぎていきました。どれも楽しかったし、韓国でない

と体験できないことが多かったので、すごくいい経験

になりました。最初に不安だった言葉の壁は、全然な

いっていうことでもなかったのですが頑張ってコミュ

ニケーションをとれたし、全てではないのですが聞い

ているうちに、「あ、今こういうこと言ったんだろうな。」

というように理解できるようになっていきました。今

回のこのプロジェクトは、私にとってすごくいいもの

になったしもっと会話したいから、これからもっと韓

国語の勉強を頑張ろうという気を改めて起こしてもら

えました。ありがとうございました。 


