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平成25年10月3日 2013-2014年度Ｎｏ.13 

第７７９回  ２０１３－２０１４年度  第１３回目 

１０月３日 １８時３０分 ホテル第一堺 

開会点鐘 会 長 中井 昭宏 

国歌斉唱 君が代 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 奉仕の理想 

お客様紹介 親睦委員会委員長 田辺 弘樹 

RID2640 ガバナーエレクト 辻 秀和様  

大阪千代田RC 直前会長 尾羽根伸幸様 

入会式 会員増強委員長 砂原 孝史 

お祝い 親睦委員会委員長 田辺 弘樹 

米山記念奨学金授与米山記念奨学委員長 片岡富美子 

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 

指名委員会委員長 石田 得子 

卓話 米山記念奨学生 シュウ ブン さん      

ニコニコ報告 副SAA 仲峯 豊 

出席報告 副SAA  濱田 由美 

閉会点鐘 会 長  中井 昭宏  

「ロータリーとは何ですか?」 
こう聞かれて困ったことはあり
ませんか?  

ロータリーのように、大勢の会員がさまざまな活 
動を行っている団体をどう手短に説明したらいい 
のか、迷ったことのある方は多いようです。 
 
しかしロータリーを知り、学び、行動した人は、 
その答えは心の中にあります。ロータリアンとい
う人は、例会に出席し、会費を払い、ロータリー
の友を熟読する。侯爵ばかり言っても行動し 
ないのはロータリアン・・・・・・ 



 
 昨年度の社会奉仕プロジェクト、自転車のひった
くり防止カバーの感謝状を頂きました。石田直前会
長、松田幹事が式典に出席して下さいました。  
 
 先週は早朝より秋の交通安全運動にご協力頂きあ
りがとうございました。 
 
 青少年交換委員会では当クラブの砂原会員の勇姿
を見学に、またROTEXのメンバーに加わりました高
瀬さんの応援に行ってまいりました。 
 
 みなさまの奉仕活動への参加ありがとうございま
した。 
 
 ロータリークラブに入会したいと考えていた29歳
の元ローターアクター、ケイティ・エリスさんは、
就職のためミネソタ州ミネアポリスに転居してまも
なく、いくつかの地元ロータリークラブを訪れまし
た。そこで彼女は、若い職業人のライフスタイルで
は、伝統的なロータリークラブへの入会が困難だと
実感しました。 
 
「会員は素晴らしい方ばかり。でも自分がこれらの
クラブに入会するのは難しいと感じた」と話すエリ
スさん。「職場では新人の私が、毎週のように遅く
出勤したり、昼食時間に2時間も抜けることは認め
られませんでした。エントリーレベルの給与では会
費も高すぎました」 
 
 そこでケイティさんは、自らサウスメトロ・ミネ
アポリス・イブニング・ロータリークラブをつくり、
創立会長となりました。2010年の設立以来、このク
ラブは既に、ほかの多くのクラブが苦労している課
題、つまり「若い新会員を入会させる」という課題
を克服しています。このクラブの会員はすべて、20
代と30代です。   
 

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

 
 会費は、例会での食事をなくすことで低く抑えま
した。また、アフターファイブに例会を開き、月に
1度は例会の代わりにボランティア活動を行ってい
ます。「月に1度、講演者を招いてホテルで例会を
開きますが、例会の前にはきまってホテルのバーで
親睦を深めています」とエリスさん。「（転職や転
勤のため）入退会者が多いのはやむを得ませんが、
ここでは皆、熱心なロータリアンになります。です
から、退会後も移転先のクラブに入会したり、自分
でクラブをつくったりする会員が多いのです」 そ
ういう彼女も、2011年にデンバーに移り住み、現地
のデンバー・サウスイースト・ロータリークラブに
入会しました。「ミネアポリスのクラブは、エネル
ギーにあふれ、これまでにないタイプのクラブでし
た。今でも当時の仲間たちと頻繁に連絡を取り合っ
ています」 
 
 現在もロータリーに新風を巻き起こそうとしてい
るエリスさん。しかし、彼女が考えているのは、会
員の若さだけではありません。「確かに、ロータ
リーは若い会員を必要としています。2009年には、
40歳未満の会員はわずか11パーセントでした。しか
し、問題は年齢だけにあるのではありません」  
  
 昨年度のロータリーニュースにオーストラリアで
伝統あるロータリークラブで28歳の女性会長が誕生
した。なぜか、それは人一倍、ロータリーを理解す
るために勉強し、行動したから、一番クラブ員のた
めに行動する人をクラブ会長としたと、まさにロー
タリーの多様性です。 
               ―The Rotarian－ 
 
 当地区にもローターアクトクラブがあります。皆
さんはローターアクアーをご存知ですか。 
 



 
 10月26日開催のRI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会に
ご参加される方は登録料2万円を徴収させて頂きま
す。ご用意をお願いします。 
 
 近隣クラブ 
 堺北ロータリークラブ 
  平成25年9月27日（金）の例会は28日（土）炉 
  辺会合Restaurant Cafe Route26にて18時〜 
  平成25年10月4日（金）同日会場変更 開口神 
  社 
 堺中ロータリークラブ 
  平成25年9月25日（水）例会は29日（日）秋の 
  家族会  保津川下りと嵐山 
  10月9日は休会 
 堺東南ロータリークラブ 
  平成25年10月10日（木）羊の家 北野田駅前 
  18:00〜に変更 
 

 
 みなさま、こんばんは、来月は米山月間でござ
います。ご寄付のご協力お願いいたします。次回
例会にて集めさせて頂きたいと思いますので、ご
準備頂けますようお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 今年度は私が地区の米山の寄付担当をしており
ます。 
 米山記念奨学会への寄付  
  １人当たり 普通寄付 6.000円  
        特別寄付14.000円 
ぜひ14.000円以上の寄付をご協力頂けますように
お願いいたします。10万円以上の寄付をして頂き
ますと米山功労者として認証されます。ぜひ今回
多くのご寄付をお願いします。 
 

2013-2014年度地区大会 
 2013年10月26日27日に開催されます。 
  
 26日 地区大会関連委員会会議 
     12:30 登録・受付 
     13:00 地区大会関連委員会会議 
    本会議 
     14:00 登録・受付 
     14:30 開会 
        RI会長代理 基調講演 
         RID2530 大橋 廣冶PDG 
        地区指導者研修セミナー 
         RID2710 南園 義一PDG 
     17:00 閉会 
    RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 
     17:30 登録・受付 
     18:00 開会 
 
 27日 本会議 
     09:00 登録・受付 
     10:00 開会 
        記念講演 
         プロ野球解説者 野村克也様 
 27日は当クラブの例会変更にもなっております
ので多くの会員のみなさまが参加予定となってお
ります。また、コホストクラブにもなっておりま
すので地区大会実行委員会より協力要請がまいり
ます。 



インターアクト 
インターアクトクラブとは、12～18歳を対象としたクラブで、

学校または地域社会をベースとして活動しています。「イ
ンターアクター」と呼ばれるインターアクトクラブ会員は、
少なくとも月2回ミーティングを開き、年に2回、奉仕活動
（学校や地域社会での活動1回と、国際理解を育むため
の活動1回）を実施します。 
 

インターアクトを通じて、若い人たちに次のようなチャンス
をあたえることができます。 
•地域社会のリーダーから指導を受けたり、世代を超えた
絆を築く 
•リーダーシップのスキルを育む 
•海外の若者たちと交流する 
•ローターアクト、RYLA（ロータリー青少年指導者養成プロ

グラム）、青少年交換など、インターアクト以外で自分の
可能性を広げるチャンスを見つける 
 

インターアクトという名称は、「インターナショナル」（国際
的） と「アクション」（行動） という2つの語が複合されてで
きた名称です。インターアクト・クラブは、120以上の国や
地域に存在し、真の意味で国際的な現象となっています。 
 
インターアクトクラブの誕生 
  1959－60年度の国際ロータリー（ＲＩ）会長・ハロルド・

トーマスは、世界各地のロータリアンが共通して「ロータ
リーは青少年奉仕を開発する力を、十分に発揮していな
い」という気持ちを抱いていることに気づきました。 
  そうした中で、世界中の青少年が共に活動できるよう

な組織をつくろう、という機運はますます高まり、トーマス
ＲＩ会長は1960年、5人のロータリアンからなる委員会を
発足させました。2年後の1962年、ＲＩ理事会により、イン 

 

ターアクトプログラムが宣言され、この年、理事会は初め
てのＩＡＣの発足を認証しました。世界最初のＩＡＣは、アメ
リカ・フロリダ州メルボルンＲＣの提唱により10月28日に
結成、23人でスタートしたメルボルン高校ＩＡＣです。その

後、ＩＡＣは次々と広がっていき、現在では、世界各地で、
青少年がさまざまなインターアクト活動を通じ、国際理解
と親睦の輪を広げています。 
 
日本最初のインターアクトクラブ 
 日本最初のＩＡＣは、1963年6月27日に結成された、宮
城県の仙台育英学園高校ＩＡＣです。100人を超える人数
で誕生しました。 
 
インターアクトの地区行事を述べてください。 
 
・年次大会 
・国際交流会 
・リーダーシップフォーラム 
・海外研修オリエンテーション 
・海外研修 
・三者交流会 
・海外研修報告会 
・新入生歓迎会 



中井 昭宏 会長   

本日は茶房カオルさんのカツサンドいかがでしたか。 

インターアクトの地区行事には年間、何回参加され 

ていますか？子供たちは正直です。僕はその心を大 

切にしていきたいと思います。 

インターアクトへの応援をよろしくお願いします。 

 

石田 得子 直前会長 

久し振りに中井会長エレクトと河野会員の真ん中で 

ラッキー！。インターアクトについて勉強になりま 

した。 

 

河野 強 会員 

遅刻すみませんでした。21日（土）、22日（日）は 

地元「百舌鳥八幡」でのお祭も非常に天気が良く、 

そのお陰もありビックリする位、日焼でまっ黒に 

なっちゃいました！！ 

 

中野 一郎 会員 

某国、某所にてリベンジしてきました。 

 

松田 香純 幹事  

ずいぶん涼しくなり過ごしやすくなりましたネ。皆 

様お風邪等ひかれないようお体ご自愛下さい。中井 

会長急な卓話すいません。 

 

にこにこ報告 

在籍者   ３２名 出席者   １３名 

出席計算会員３１名  欠席者   １８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 
     ９３．５５％ 

出席率 
    ４１．９４％ 

欠席報告（9月26日） 

出席報告 

小野 晃範 旅行のため Make-up済 

米田 眞理子 仕事のため Make-up済 

内藤 絵梨奈 仕事のため Make-up済 

砂原 孝史 仕事のため Make-up済 

京谷 知明 仕事のため Make-up済 

犬伏 幸代 仕事のため Make-up済 

上田 俊夫 仕事のため Make-up済 

猿田 槙男 仕事のため  

中田 聡 仕事のため Make-up済 

仁木 順子 仕事のため 

山本 加容子 仕事のため 

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 

濱田 由美 仕事のため 

松本 美和子 療養のため 

田中 範子 

吉川 美幸 

Make-up報告 

京谷 知明 20日 堺中RC 

内藤 絵梨奈 26日 泉州KUMATORI-REC 

石田 得子 28日 米山記念奨学委員会 

中野 一郎 28日 米山記念奨学委員会 

中井 昭宏 28日 米山記念奨学委員会 

岡田 正一 29日 ｲﾝﾀｰｱｸﾄ ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟﾌｫｰﾗﾑ 

中井 昭宏 29日 ｲﾝﾀｰｱｸﾄ ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟﾌｫｰﾗﾑ 

松田 香純 29日 ｲﾝﾀｰｱｸﾄ ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟﾌｫｰﾗﾑ 

小野 晃範 29日 ｲﾝﾀｰｱｸﾄ ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟﾌｫｰﾗﾑ 

中井 昭宏 29日 第3回IAC顧問委員会会議 

岡田 正一 29日 第3回IAC顧問委員会会議 

中田 聡 1日 泉州KUMATORI-REC 



2013学年度ロータリー米山記念奨学会 
     クラブ米山記念奨学委員長会議 
           カウンセラー研修会 
 
               会長 中井昭宏 
 
 2013年9月28日（土）13：00～ ホテルサンルー
ト関空にて開催されました。当クラブからは石田カ
ウンセラーが出席されました。米山寄付増進委員長
として中野一郎会員と小生が出席いたしました。 
 米山記念奨学委員会の各委員長から現状とお願い
が説明されました。その後、米山記念奨学生が壇上
で抱負を一人一人が語りました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013-2014年度インターアクト 
     リーダシップフォーラム 
 
               幹事 松田香純 
 
 9月29日初芝富田林高校にて行われました。中井
会長、小野会員、岡田会員、私参加して参りました。
今回のプログラムは、各校のインターアクトクラブ
の会長を対象に『リーダーシップとは何か？』を検
討することを目的としたものです。先輩方にあたる
大学生からの『リーダーシップとは。』という話を
聞き各校のアクターは共感し、今年度の運営の勉強
になったという意見が多く聞かれました。当クラブ
提唱の初芝立命館高校インターアクトクラブの楠村
君も『学校内ではインターアクトクラブの認知度は
まだまだ低く、認知度を高くするか、活動をしてい
ることを広めるか悩んでいる。』とクラブの課題を
出し他校と情報共有に努め、どうクラブを繁栄する
か…を考えていることが、私たちにも伝わってきま
した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


