
 

 

 

第６７５回例会 通巻６４２号

平成２３年８月４日 ２０１１～２０１２年度Ｎｏ．５ 

本日の例会 プログラム（第 675 回例会） 

2011 年８月４日(木)  

２０１１－１２年度 第５例会      場所 ホテル第一堺  
開会点鐘   吉川 美幸  

国歌斉唱   ロータリソング斉唱 「奉仕の理想」の歌  

             （ソングリーダー 中井崇嗣副 SAA）  

各種お祝い  （担当 向井利之親睦委員長） 

会長の時間       片木 修  

会長エレクトの時間  吉川美幸 

出席報告   （担当 中井崇嗣副 SAA）  

会    食 

内部卓話  会員増強維持委員長 「人のつながり」 河野 強会員 

幹事報告   （担当 田辺 弘樹幹事） 

         委員会報告  R 財団委員会 「Ｒ財団寄付について」 （担当 酒井 誠委員長） 

SAA 報告   （担当 河野 強副 SAA）        

閉会点鐘    吉川 美幸    

☆ 。・例会終了後 第２回定例理事役員会☆。・. 

 

次回の例会予告（第 676 回例会） 

２０１１年 8 月 11 日(木) 

内部卓話 

「ガバナー年度を終えて」 

米田 眞理子 会員 

 

次々回の例会予告（第 677 回例会） 

２０１１年 8 月 18 日(木) 

内部卓話 

「老後の安心の心得」 

中井 崇嗣 会員 

   ☆。・会員増強強化日・。☆ 



 

 

 

例会の記録 (第６７４回例会)             ･･････ ７月 ２８日･･････ 

 

 [唱和] 

「Ｒｅａｃｈ  Ｗｉｔｈｉｎ ｔｏ Ｅｍｂｒａｃｅ  Ｈｎｍａｎｉｔｙ」 

「こころの中を見つめよう 博愛を広げるために」   

    ロータリーソング斉唱「手に手つないで」 （ソングリーダー 向井 利之 親睦委員長） 

本日のお客様 

 

 

 

 

初芝立命館高等学校ＩＡＣ 顧問 玉井 栄治先生   

会長 檀野 明佳（だんの さやか）さん 

幹事 三宅 啓太（みやけ けいた）さん 

会計 高坂 加也（たさか かや）さん 

  

会長の時間      片木 修 会長 

本日は、初芝立命館高等学

校の玉井先生をはじめイン

ターアクトクラブの皆様が

初めて私どものクラブの例

会にご出席くださいました。 

 折角の機会ですので、インターアクトクラブの皆様に

ロータリークラブの例会について説明させていただきま

す。 

例会は、原則として毎週クラブ細則で決められた日に

開催されロータリークラブの会員はこれに出席しなけれ

ばなりません。 

出席とは例会の開催時間の６０%以上、出席しているこ

とが必要です。通常例会の開催時間は１時間ですから、

３６分以上例会に出席していなければ出席とはみとめら

れません。 

もし、例会を欠席した場合、例会日の前後１４日以内

に他のロータリークラブの例会に出席することによって 

メークアップすることができます。 

 

 

そして、例会は通常、①開会点鐘、②国歌、ロータリ

ーソング斉唱、③会長の時間、④幹事報告、委員会報告、

⑤卓話の時間、⑥閉会点鐘の順に行なわれることとなり

ます。 

 ロータリーの公式の歌として決まった歌はありません

が、クラブに和やかさと友愛を喚起するために効果があ

るとして、ロータリーの発足間もない１９０５年ごろか

ら歌いつづけられているようです。我国では戦前の軍国

色が豊かになりつつあった昭和１０年３月に、奉仕の理

想、我等の生業などの３曲がロータリーソングとして採

用され、これは現在まで歌いつづけられております。本

日のロータリーソング「手に手つないで」は、戦後の昭

和２６年１月にロータリーソングとして入選したもので

す。 

 会長の時間は、クラブを統括する会長の職務として、

クラブ会員にたいする情報の伝達、あるいは指示等のた

めの時間です。 

 時間の割り振りとしては、①の開会点鐘から④の幹

事・委員会報告までが３０分、⑤の卓話の時間から⑥の

閉会点鐘までが３０分ということになります。 

 卓話の時間は、文字通りロータリークラブの会員が卓

話を聞いて勉強する時間で、時には会員同士で意見の交

換をするフォーラムの形式をとることもあります。 

「入りて学び、出でて奉仕せよ」と言われているとお

り、ロータリーの例会は、ロータリアンの勉強の場です。 

 

会長ｴﾚｸﾄの時間 吉川 美幸 会長エレクト 

皆さんこんばんは、 

今日は、朝からバタバタし

ていて、エレクトの話が用

意できませんでした。すみ

ません。 

まさに私の事ではあります

2011-12 年度 第 4 回例会 



 

 

が、こんな事をよく聞いていました。会長の時間の時、

どんな事を皆さんにお話ししたらいいか、考えるだけで、

とても負担に感じてる方も、少なからずおられる様です。 

今年度、会長の時間がなくなるかもしれないと言う噂を

きいて、内心、そうなったらいいのにと期待をしていま

したが、やはりその提案は却下されたのでしょうね。 

今日は、初芝立命館高校のインターアクトクラブの皆さ

ん、ようこそおいで下さいました。先日、年次大会参加

させて頂きました。その時、たくさんの学校が、1 年間

の活動報告をしていました。その中で、初芝の皆さんが、

毎週水曜日に、幼稚園に行って、毎週土曜日に老人ホー

ムにボランティアをされていると発表していたのを聞い

ていて、まだ、４月にできたばかりなのに、すごく頑張

っているんだなと思いました。 

インターアクトクラブの子供達が言っていましたね。自

分たちは、人の役に立って、喜んでいただける事が嬉し

いからボランティアをしていると。その気持ちを大切に、

これからも頑張って頂きたいと思います。 

今日は、ロータリーの雰囲気を楽しんで下さいね。 

 

出席報告    （担当 中井 崇嗣 副 SAA） 

 

 

 

 

クラブフォーラム 

『インターアクトの活動について』 

中井 昭宏  新世代奉仕副委員長 

  

当クラブが提唱クラブとして初芝立命館高校インターア

クトクラブが創立されました。認証状伝達式でも、みな

さまにお願いしましたように、学生さんたちとこの１年

間は友に歩み、絆を深めていきたいと思っております。 

 世界にインターアクトクラブは約１万２０００クラブ、

世界のインターアクターは約２８万人以上、日本にイン

ターアクトクラブは約５００クラブ、日本のインターア

クターは約１万人の会員がいます。インターアクトクラ

ブは運営面でも資金面でも自立し、学校を基盤として結

成されています。インターアクトの歴史は1960年に青少

年への奉仕に対しての取り組みを考え開始されました。

当時のRI会長が、青少年が地域社会に対して積極的に関

心を持つように促し、リーダーとして成長するよう世界

中のロータリークラブに呼びかけたのが始まりです。

1962年米国フロリダ州メルボルン高校に誕生、日本では

1963 年に仙台育英高校に誕生しました。International

（国際的）＋ action（行動）の２つの語が複合されてで

きた名称 interact です。 インターアクトクラブのマ

ークの４つの輪は、家族、学校、地域、世界を表し、４

つの協力を願っています。 インターアクトは、奉仕と

国際理解に貢献すること、世界的友好精神の中で共に活

動することが目的です。 

 建設的な指導力を養成し、自己の完成を図るこ

と 

 他人に対する思いやりと、他人の力になれる心

構えを奨励し、これを実践すること 

 家庭と家族の重要性に対する認識を涵養するこ

と 

 個人の価値を認める考え方に立脚して、他人の

権利を尊重する観念を養うこと 

 個人的成功のためにも、地域社会の改善のため

にも、さらには団体としての業績を上げるため

にも、各人が責任を負うことがその基本である

と強調すること 

 すべての有用な職業は社会に奉仕する機会であ

るとして、その品位と価値を認識すること 

 地域社会、国家および世界問題についての知識

と理解を深める機会を提供すること 

 国際理解と全人類に対する善意を増進するため

に、個人として、また団体として、進むべき道

を切り開くこと 

RI２６４０地区のインターアクトクラブの年間行事 

２０１１年７月２４日 年次大会   

ホスト校  初芝富田林高校 

地区のIACが一同に集まり１年間の活動報告を行います。 

２０１１年９月４日 リーダーシップフォーラム   

ホスト校  松原高校 

各IACの会長・幹事などのリーダーが集まり、交流を通 

じて、リーダーとしての自覚を深めます。 

２０１１年１０月２日 国際交流親睦会   

ホスト校  精華高校・堺女子高校 

各国の留学生やロータリアンとともに、国際交流・国際

理解を図り親睦の輪を広げます。 

２０１１年１１月２０日海外研修オリエンテーション   

ホスト校  羽衣学園高校・清風南海学園高校 

１２月２５日～２９日に開催される海外研修のための勉

強会です。今年はマレーシア 

２０１１年１２月２５日～２９日 海外研修 

ホスト校 清教学園高校 

『国際理解』をより深め知るためのものです。世界各地

を訪問しインターアクターやロータリアンとの交流 

２０１２年 ２月１９日 海外研修報告会 

ホスト校  

在籍者   ２９名 出席免除者  ３名  

出席者   １５名 欠席者   １１名 

出席率 ６２．０７％ 前々前回 ９３．１％ 



 

 

初芝立命館中学・初芝立命館高校・初芝橋本高校 

海外研修を振り返って国際理解を深めます。 

２０１２年 ６月１０日 新入生歓迎会 

ホスト校 高野山高校・開智高校 

２６４０地区の各IAC新入生を地区全体で歓迎する会 

当クラブのみなさまの参加をお願いします。 

また、８月１日から６日までの１週間で初芝立命館高

校の学生さん達が、皆様の職場での職業体験学習を実施

させて頂きます。お受け頂き誠にありがとうございます。

ご協力に感謝いたします。今後も初芝立命館高校IACの

活動にご参加、ご尽力頂けますようにお願いいたします。 

 

『初芝立命館高校インターアクトクラブの活動報告』 

 

会長 檀野明佳・幹事 三宅啓太・会計 高坂加也・

顧問 玉井栄治先生 

 

認証伝達式が済み、活動期間としては短い初芝立命館

高校インターアクトクラブですが、現在までに行ってき

た活動を報告します。 

近隣にある老人施設に週に１回、お手伝いに行かさせ

て頂いています。 

初芝幼稚園にも週に１回、お手伝いに行かせて頂いて

います。 

今年の夏休みを利用して介護施設、医療施設、飲食業

などで職場体験学習をさせて頂く予定をしております。

職場体験学習の報告会を１０月頃に、皆様の前で発表さ

せて頂きたいと思っています。 

今後やるかもしれないことは、障害者への支援、ガー

ナへの支援を行ってみたいと思っています。 

堺フェニックスロータリークラブの皆様にお願いがあ

ります。東日本大地震で多くの方々が被災されました。

その中に私たちと同じ高校生がいると思います。その人

たちの心の支援をしたいと考えています。どうか力をか

して下さい。 

今年のRI2640地区2011～2012年度 I.A.C.活動計画 

If you change yourself,the world changes! 

        自分が変われば、世界が変わる！ 

 

幹事報告        田辺弘樹 幹事 

１．堺西ＲＣより 薬物乱用防止講演のお誘い 

堺西ＲＣの例会に実際に薬物を使用し、更生され、今や

牧師となられ、自らの経験を生かし青少年更生支援等に

もご活躍中の「イレズミ牧師」こと 金沢泰裕様が講師

としてご来会。 

日時：平成２3年９月２２日（木）  12：30～14：00    

場所：リーガロイヤルホテル堺 3Ｆ 

演題：「覚醒剤やめますかそれとも人間やめますか」 

講師：大阪弟子教会  牧師 金沢 泰裕 氏 

ビジターフィー：１，５００円 

締切：平成２３年９月７日（水）迄  

 ２．車椅子寄贈先のディセンター“フレンズ”より毎

月会報をお送り下さいます。ご覧下さい。        以上 

 

にこにこ報告  （担当  中井 崇嗣 副 SAA）  

初芝立命館高校の玉井先生、インターアクターの

皆様、ようこそ！        片木 修会長 

初芝立命館高校の皆さん、ようこそおいで下さい

ました。幼稚園や老人ホームのボランティア、これから

も続けてくださいね。 

吉川 美幸会長エレクト 

初芝立命館高校ＩＡＣの皆様、ようこそ堺フェニ

ックスへ。共に奉仕活動がんばりましょう。 

上田 俊夫会員 

初芝立命館高校のＩＡＣ顧問の玉井先生、アクタ

ーの皆様ようこそお越し下さいました。これからの活躍

をこころより願ってます。 

小野 晃範会員 

インターアクターの皆さん、ようこそ。初めての

例会はいかがでしたか？     中井 昭宏会員 

初芝立命館高校ＩＡＣの皆様、ようこそお越し下

さいました。ご活躍を期待し、私も精一杯サポートさせ

て頂きたいと思います。よろしくお願い致します。 

中井 崇嗣会員 

初芝立命館高校の皆様、ようこそ我がクラブ

へ！！               中野 一郎会員 

初芝立命館高校ＩＡＣの皆様、本日はようこそお

越しくださいました。アットホームなフェニックスの例

会をどうぞお楽しみください。 

松本 美和子会員 

初芝立命館高校の皆様、ようこそいらっしゃいま

した。             三村 文男会員 

 

 

 



 

 

     

 

 

社会奉仕継続事業 

撮影 小野 


