
第778回例会 通巻744号 

平成25年9月26日 2013-2014年度Ｎｏ.12 

第７７８回  ２０１３－２０１４年度  第１２回目 

９月２６日 １８時３０分 茶房カオル 

開会点鐘 会 長 中井 昭宏 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 我等の生業 

お客様紹介 親睦委員会委員 

会長の時間 会 長  中井 昭宏 

幹事報告 幹 事 松田 香純 

委員会報告 研修リーダー 中井 崇嗣 

卓話 テーマ インターアクトクラブ 
     RLI DL 中井昭宏        

ニコニコ報告 副SAA 

出席報告 副SAA   

閉会点鐘 会 長  中井 昭宏  

 １０月３日の例会は米山記念奨学生 シュウ ブンさんの 
 卓話です。会員のみなさまの参加をお願いします。  

  

 ９月２９日 インターアクトリーダーシップフォーラム 
 が開催されます。お時間のあるかたは初芝富田林高校へ 
 お越しください。１０時より登録受付です。 

10月24日の世界ポリオデーに向けて、世界各地のロータ

リアンが募金活動を計画しています。英国、レスター・ロー
タリークラブは、10月18日を「Purple Clothes Day（紫の服
デー）」 とし、地元の学校に呼びかけて、ポリオ撲滅のため

の募金を行う計画を立てています。この日、生徒たちが一
人2ドルを寄付し、さらに生徒全員が紫の服や物を身につ
けます。さらに第1070地区（英国）は、全世界の職場や学

校にこの活動への参加を呼びかけ、ポリオ撲滅への募金
と認識向上を行いたいと考えています。 
 
「Purple Clothes Day」への参加をお願いします 

世界ポリオデー：英国のロータリアンが
「紫」をテーマとした活動を計画  





 
 本日は初芝立命館高等部インターアクトのみなさ
まがお越し下さいました。活動報告楽しみにしてい
ます。 
 
 今月は新世代・青少年のための月間です。ロータ
リーが力を入れている取り組みの一つに、青少年や
人材の育成があります。 
 「ローターアクト」、「インターアクト」、
「RYLA」（ロータリー青少年指導者養成プログラム
「ライラ」と発音）、青少年交換、それぞれ若い人
を対象としたロータリーのプログラムです。ここで
は、若い人たちがリーダーシップの力を身につけた
り、ボランティア活動や地元・海外の若者との交流
を通じて、国際理解と友情を育んでいます。 
 インターアクトとは、12～18歳の若者を対象とし
たプログラムで、高校または地元地域をベースとす
るクラブがあります。当地区では中学高校をベース
としたクラブだけですが、インターアクトクラブは、
ボランティア活動と国際理解を中心に活動し、少な
くとも1つは地元での奉仕活動、もう1つは国際理解
を育む活動を実施しています。 
 ローターアクトとは、18～30歳の若者を対象とし
たプログラムで、大学または地域社会をベースとす
るクラブがあります。ローターアクトクラブの会員
（ローターアクター）は、地元でボランティア活動
を実施したり、リーダーシップのスキルや就職に役
立つ知識を学びながら活動しています。 
 ローターアクトクラブは、「ロータリークラブ」
がスポンサーとなって設立されますが、クラブの運
営や活動資金の調達は、ローターアクト会員が独自
に行っています。地元のロータリークラブと合同で
活動する機会もあり、ローターアクトを「卒業」し
た後にはロータリークラブに入会する人も増えてき
ています。 
 ローターアクトとはロータリーとアクションを合
わせた言葉です。 
 －RLI形式にてー 
  
 

ENGAGE ROTARY   CHANGE LIVES 
     ロータリーを実践し  みんなに豊かな人生を 

 
 次回10月3日開催の理事役員会の案内をメールに
て送付させていただいております。内容ご確認く
ださい。 
 
 明日、20日は秋の交通安全運動があります。参加
される方は7時30分〜堺市役所北側の市民広場にお
集まり頂きますようお願いします。 
  
近隣移動クラブ 
堺中ロータリークラブ9月25日は9月29日保津川嵐
山への秋の家族例会 
 

 
 本日、今年度の第一回目の勉強会を開催します。
講師は中井会長の希望で、地区の研修リーダーで
もある米田眞理子パストガバナーのお願いいたし 
ております。 
  
 例会終了後 20：00～ 
 
 テーマ：ロータリーの基礎知識 
 
 会場はログハウスです。次回より会場の設営と
うの準備のため予約制を導入したいと考えており 
ます。ご協力頂けますようにお願いいたします。 
 



中井 昭宏 会長  

本日は青少年奉仕の一つであるインターアクト、初
芝立命館インターアクトクラブ顧問の坂谷牧美先生
とインターアクターのみなさん、ありがとうござい
ました。堺おおいずみRC会長の間宮様、ようこそ堺
フェニックスへ、ありがとうございます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

砂原 孝史 会員 

本日はインターアクトクラブの皆様、ようこそおこ
しいただきました。 

活動報告楽しみにしております。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

内藤 絵梨奈 会員 

今日は例会に来て頂きありがとうございました。 

活動報告楽しみにしています。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

中田 聡 会員 

初芝立命館高校インターアクトクラブの皆様、活動
報告楽しみにしております。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

松本 美和子 会員 

今日は九年ぶりの満月のお月見らしいです。まん丸
のお月様です。インターアクトの皆様例会をお楽し
み下さい。 

堺おおいずみRC、間宮会長ようこそおこし下さいま
した。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

松田 香純 幹事 

間宮様、本日お忙しい中ようこそおこしくださいま
した。 

又、インターアクターのみなさん、学業に忙しい中
すばらしい活動報告ありがとうございました。明日
の交通安全運動、朝早いですがよろしくおねがいい
たします。 

にこにこ報告 

在籍者   ３２名 出席者   ２３名 

出席計算会員３１名  欠席者    ８名 

出席免除会員 １名 
（小林） 

免除出席者  ０名 

先々週修正出席率 
     ７７．４２％ 

出席率 
    ７４．１９％ 

欠席報告（9月1９日） 

出席報告 

小野 晃範 診療のため 

金谷 昌信 仕事のため 

山田 真樹 仕事のため 

酒井 誠 仕事のため 

河野 強 仕事のため 

仲峯 豊 卓話のため Make-up済 

濱田 由美 仕事のため 

吉川 美幸 

Make-up報告 

仲峯 豊 19日 大阪千代田RC 

砂原 孝史 22日 第2回青少年交換委員会 

砂原 孝史 22日 青少年交換ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

中井 昭宏 22日 青少年交換ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

秋の交通安全運動 
               幹事 松田香純 
 
 秋の交通安全週間に伴い、交通安全をアピールする
社会奉仕活動に参加いたしました。朝は7時45分とい
う早い時間からにも関わらず他団体の方々と、当クラ
ブより中井会長、上田会員とご婦人、石田直前会長、
犬伏会員、辻野会員、京谷会員、私参加いたしました。
交通安全啓蒙チラシと共に粗品を通勤、通学等で賑わ
う堺東駅周辺に対し配りPRしました。 
「おはようございます。」との声掛けに挨拶返して下
さる方、うなずかれる方、素通りされる方、人さまざ
まな反応でした。交通事故の大半は自動車事故です。
交通ルールを守り事故を起こさない、事故に巻き込ま
れないよう注意したいものです。このPR活動にて交通
安全に対する意識を高めて頂けたら幸いです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



今年度第一回堺フェニックスRC勉強会は 
 堺フェニックスRCの創立準備会場だったログハウ
スで開催しました。 
           第一回講師  米田眞理子 
 
 8月9月とロータリーの会議で東京へ行く機会が3回
ありました。 
①公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 理事会 
②公益財団法人 米山梅吉記念館 評議員会 
③日本RLI会議役員会 
①②に関してはDVDで平和フォーラムの様子を放映。 
③については過去の経験から報告いたしました。 
地区初のRLI開催の感想 
ＲＬＩとは「ロータリーリーダーシップ研究会」将
来の指導者を育成するという意味合いのもので、
ロータリーに限らず、職場でも活用出来る内容でし 
た。 
 リーダーはレクチャーするのではなく、参加者全
員が語り合える場を創設しその中でオーケストラの
指揮者のようにバランスの良い、メリハリの利いた 
時を創りあげるといったことでしょうか。 
 分科会は、いわばチャットというようなものです。
Ｕ字型ディスカッションスタイル講師は同じところ
に止まらず歩き廻る。良い質問を持っていて、引き
出す。話を振る。ディスカッションリーダーは講師
の専門家です。リーダーはゴールを目指し話の芯が
ぶれないように適宜要約を入れる.常に全員参加であ
ることを心掛ける。サイドバー（チャットに加わら
ず別の話をする場）を創らないアウトラインを作っ
て時間を逸脱しない.纏め、ポイントをフリーペー
パーにチャートする、喋り過ぎない、質問し過ぎな
い、誰もが答えられる質問、相手に直接問いかける
質問をする。オープンな答えを引き出すwhy how と
いった質問をする。一人が10分以上喋り続けないよ
う気をつける。質問をした「あなたの質問」に対す
る答えであることの確認をとる。聞かれた質問を繰
り返す。（リバァース）（do you mean this）こん
な内容でいいの？みんなに同じ質問をする。（バト
ンを渡す）途中似たような質問に言い換える。質問
を預かっておいて後で答える（パーキングロット）
といったテクニックを取り入れる。付け加える、援
助することにより、質問の内容を高める。自分の質
問に自分で答えない。相手を観察する。言葉の裏を
みる。言葉を明確にする。手を上げた人全てを認め
る。無視しない。質問の手が多数上がった場合、あ
なたが一番あなたが二番というように順番を決めて
あげる。グループをたくさん作ってディスカッショ
ンすることにより問題解決に繋がる。という訳で私
の感想はRLIとは討論の参加者が勉強する場というよ
り寧ろ指導する側にとって大いに意義ある研究会だ 

と感じた。こうして指導技術を備えたディスカッ
ションリーダーは、どんな分科会やトピックでも自
信を持って話せるようになるでしょう。私は当日全
体会議の司会という立場で分科会では見ているだけ
でしたがどのセッションも積極的に討論に参加した
くなる雰囲気でした。終了後は参加者全員が輝いて
いてとても意義ある一日であることを痛感しました 
(感想より引用） 
 
今年度、第一回勉強会に参加された皆様の氏名 
（皆勤賞 100％出席を狙ってください） 
 
犬伏幸代  石田得子  片木修  片岡富美子  
京谷知明  松田香純  中井崇嗣  中野一郎  
内藤絵梨奈  中田聡  中井昭宏  仲峯 豊  
松本美和子  仁木順子  岡田正一  猿田慎男 
砂原孝史  田辺弘樹  田中範子  上田俊夫  
上好まゆみ  山本加容子  米田眞理子２３名） 
 
 
 
第1回目は多くの会員の皆様が出席頂きありがとう
ございました。またお食事のご準備を頂きました
方々ありがとうございました。次回は米山記念奨学
事業をテーマに行いたいと思います。ご参加よろし 
くお願いします。   研修リーダー 中井崇嗣 
  


