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■ 卓話「マイナンバーの勉強」    

        勝山  巖 君 

■ 今日の歌 
「Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ」 

 
 
 

 
 
■ 10月15日（木）公休 

■ 10月22日（木） 

卓話   表  康之 君 

 

 

会員：61名（免除6名） 

先週(10/1)の出席者数：38名（2） 

   出席率出席率出席率出席率：：：：66666666....67676767％％％％    

    

（9/17）の修正 

HC出席：38(1)、MU出席：10(0) 

 修正出席率修正出席率修正出席率修正出席率：：：：85.7185.7185.7185.71％％％％    

（9/24) の修正 

HC出席：38(0)、MU出席：3(0) 

修正修正修正修正出席率出席率出席率出席率：：：：74.5574.5574.5574.55％％％％        

 
               吉 﨑 会 長  

今日から私たち東大阪東ロータリークラブに井戸田さんをお迎えしました。ご入会おめでとうございます！ 

私たち東大阪東ロータリークラブは、楽しく親睦しつつ、多くの奉仕活動に取り組むクラブです。最初は色々とわか

らない事もあると思いますが、カウンセラーの石田さん、吉川さんに何でもご相談下さい。お二人には、井戸田さん

のフォローをよろしくお願い致します。年間の活動予定は、活動計画書に記載してありますので、ご参考になさって

ください。 

 先週の東輪会合同例会、４日の秋の家族会、みなさんお疲れ様でした。 

東輪会合同例会の後には、移動理事会・理事懇親会を開催させていただき大変盛り上がりました。また、秋の家族会

では藤本親睦委員長はじめ親睦委員会の皆さんにお世話になりありがとうございました。世界文化遺産の姫路城では

予想外に混雑も無く、白く輝く姫路城の大天守まで見学し、キャッスルホテルでごちそうを頂き、立杭焼き体験では

それぞれに個性たっぷりの創作に励み、めんたいパークでは出来立て明太子を試食し、三田のステーキで締めくくり

ました。良く食べ良く飲み、大変盛りだくさんなプログラムで本当に楽しい一日となりました。残念ながら参加でき

なかった皆さんは、クリスマス家族会で立杭焼き作品の品評会を行いますので、是非ご参加ください。個性的な作品

ばかりですので、どうぞお楽しみに！ 

一つずつ今年度の行事が進んでまいりますが、その一つ一つはプレゼントの大切なチャンスです。たとえば、先般

の秋の家族会では、親睦というプレゼントをお互いに渡し合いました。青少年交換のエリナちゃんと米山のカルビン

君は、お互い外国から来日中という共通点から色々な話をし、友だちになれたと思います。また、一由青少年委員長

もそのやり取りを聞き、子ども達の想いを知る良い機会になったとおっしゃいました。私はその様な一由委員長の姿

を拝見し、改めて感心した次第です。長時間楽しい時間を共に過ごすことで、単なるフレンドシップが尊敬と理解に

根差したフェローシップに替わります。フェローシップで強く結ばれたメンバーが行う奉仕活動こそ、ロータリーの

プレゼントです。皆さんと一緒にもっと多くのプレゼントを分かち合えることを楽しみにしています。 
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大 橋 幹 事

                 大 橋 幹 事 
先般の東輪会合同例会に多数ご出席いただき有難うご

ざいました。また、4 日の秋の家族会、お疲れ様でし

た。 
≪これからの予定≫ 

【１】10/10（土）枚岡神社時計塔清掃作業 

  11：00～ 枚岡神社時計塔下集合 

【２】10/10（土）～11（日）秋のライラ 

【３】10/14（水）水辺の学校 副読本寄贈式（於：

加納東公園） 

【４】10/16（金）ＩＭ第4組会長・幹事会（吉崎会 

長・大橋幹事出席） 

【５】10/18（日）米山奨学生レクリエーション（カ 

ルビンジョナサンスタント君、表会員、寺田会員 

出席） 

≪連絡事項≫ 

【１】次週 10/15（木）、今年度の行事予定では通常

例会となっておりましたが、枚岡神社秋郷祭の関

係上公休に致します。尚、10月29日（木）を15

日の振替例会とさせていただきます。  

【２】12/4（土）12/5（日）地区大会の参加申込書 

のご提出が未だの方は、至急事務局迄ご提出をお

願い致します。 

【３】地区より依頼の、「東日本豪雨災害」（平成 26

年9月豪雨）の義損金ＢＯＸを回付致しますので、

皆様のご協力を宜しくお願い致します。 
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第一回第一回第一回第一回ＲＥＲＥＲＥＲＥワインワインワインワイン会開催会開催会開催会開催    

    

去る９月１２日（土曜日）肥後橋 ラ、ポルタにて

１６名のご参加を頂き楽しく過ごさせていただきまし

た。 若手の松木さんから大御所金子さんまで週末の

夜を美味しいイタリアワインとともに、開業２５年選

りすぐった和風？イタリアン料理、最初にとれとれの

大きな松茸がでてきて、みんなびっくり味も量もたっ

ぷり、グルメを堪能させていただきました。発泡酒か

ら始まり白赤数種のワイン、ソムリエールの解説付き

でグラスに透き通る濃い紅色、それは、イタリアの地

方のレストランにいるような、陽気で元気回復のひと

とき、アモーレ！！ 次回は１１月２６日（木）を予

定してます。             島  顕侑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

◎◎◎◎国際奉仕委員会国際奉仕委員会国際奉仕委員会国際奉仕委員会                                        三宅委員長三宅委員長三宅委員長三宅委員長 

ミャンマーミャンマーミャンマーミャンマー大洪水大洪水大洪水大洪水へのへのへのへの衣類衣類衣類衣類のののの援助第援助第援助第援助第2222回目回目回目回目がががが到着到着到着到着しましましましま

したしたしたした。。。。    

9月14日（月）に送りました2回目の衣類が9月18

日（金）にヤンゴンに着き、翌9 月 19 日（土）に 1

回目と同じく、ヤンゴン（ＹＡＮＧＯＮ）管区西方に

あります、エーヤワディ（ＡＹＥ ＹＡＲ ＷＡＤＤ

Ｙ）管区内のエーヤワディ川（旧称イラワジ川）の河

口デルタ地域の被災者に向けて送られました。ご協力

有難うございました。エーヤワディ管区の位置は地区

を参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    幹 事幹 事幹 事幹 事 報報報報 告告告告    

委委委委    員員員員    会会会会    報報報報    告告告告    

 



 

 

 

大自然大自然大自然大自然のののの神秘神秘神秘神秘にににに触触触触れるボルネオれるボルネオれるボルネオれるボルネオ島島島島（（（（マレーシアマレーシアマレーシアマレーシア側側側側））））のののの旅旅旅旅    

三宅加余子会員 

 

9月19日から9月23日まで大自然を味わいに同島へ行きましたが、空港に着

いてみると、コタキナバルの町は予想に反し近代的でリゾート化された大きな町

でした。宿泊のリゾートホテルにはゴルフ場も併設され、ハワイにも負けない感

がありました。 

 

2日目コタキナバルより北部に向かい東南アジア最高峰キナバル山（4095.2ｍ）

を間近で眺め黒く光る岩山は、日本の富士山などとはまた違う異様さであり偉大

さがありました。キナバル国立公園にある植物園では全島にあるラン類・食虫植物を一ケ所に集められて鑑賞でき、

続いて私が一番見たいと期待した、ラフレシアの花を見に向かいました。 

ジャングルの中を歩いて捜すと思いきや、

一般の農家の人が自分の山の中で見つけ、囲

いをして、育て、入場料を取って見せている

のです。日本の松茸山のような感じです。あ

るツル植物の根に寄生しているようです。私

が行ったときは2個咲いていましたが、ＮＨ

Ｋが以前撮影に来た時は1週間泊まって通っ  

                たとの事です。 

 

 

 

 

 

 

 

3 日目はコタキナバルより南へ向かいリバーサファリクルーズで、自然の動物を見に行きました。途中マーケット

に立ち寄り旬のフルーツ、ドリアン、マンゴスチン、ランプータンを満喫し、クルーズに出発しました。川辺のマン

グローブの葉を食べる天狗猿は沢山いましたが、やはり川の近くまで開発が進みジャングルが減少している分動物も

少なくなっているようです。ボルネオには虎など居ないので、動物達の天敵は人

間だけだそうです。又空が曇りのような感じがしている事が多いのはインドネシ

ア側ではまだ焼畑農業が盛んに行われており、その煙がマレーシア側に多く流れ

てきている為です。ジャングルの消失がまだまだ動物達の生活範囲を脅かしてい

るのでしょうね！ 

 

4 日目は北へ移動し半日ラフティングを楽しみました。乾季の為昨夜のスコー

ルにもかかわらず水は少なめでしたが茶色く濁っている川で途中3回もスイミングタイムがあり泳ぎました。あっと

いう間に3日間が過ぎてしまいもう帰国の時間が迫ってきましたが、まだまだやり残し感があります。ゴルフに離島

クルーズ、マリンスポーツ、キナバル山登山をしにもう一度是非行きたいところです。 

 

＊宿泊したステラリゾートホテルで、9月22日ＰＭ：6：00～7：30 Ｒotary 

Ｃlubrof ＫＫ southの会合がありましたが出発の時間が 6：00 の為顔出し

が出来ませんでした。残念！！ 

 

 



秋秋秋秋のののの家族会家族会家族会家族会    ～～～～生生生生まれまれまれまれ変変変変わったわったわったわった姫路城姫路城姫路城姫路城とととと丹波丹波丹波丹波焼陶芸体験焼陶芸体験焼陶芸体験焼陶芸体験～～～～    

2015年10月4日（日）快晴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界遺産 姫路城にて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 丹波焼(立杭焼)窯元 鎮台窯（陶芸体験） 

                   クリスマス家族会にて品評会開催 

                       お楽しみに！！ 

 

 

 

                   夕食は、三田牛ステーキのご馳走 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      お疲れさまでした！ 


