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卓話 「クリーンウォータープロジェクト
   タイ・ナコンパノムRC訪問報告」 橋本（芳）委員長
Weekly No. 1566は水間委員が担当しました。
Weekly No. 1567は家村副委員長が担当の予定です。

（本日の原稿をお渡し下さい）

次週 第1567回 例会予告　平成27年3月16日
識字率向上月間

会長挨拶 田中（慶）会長

先週内容

卓話 「日本昔噺 第8話　卑弥呼の出自」
  鈴木パスト会長
今週の歌 「四つのテスト」

第1566回例会　平成27年3月9日

大阪に春の訪れを告げる春場所が今年もやっ
て参りました。会場内には力士の鬢付け油の
甘い香りが漂い、この例会も終始、和やかな雰
囲気で行われる事でしょう。
2月26日青少年奉仕活動として、豊津第二小学
校に木瀬部屋の力士を招待。朝稽古の様子、相
撲体験、力士への質問コーナーを行いました。
大きな力士の入場に児童からは大歓声が上が
り、力士への質問コーナーでも笑い声が会場
を包んでいました。
中でも一番の盛り上がりを見せたのは力士と
校長先生の相撲対決でした。見事、校長の上手
投げが決まり会場は大歓声に包まれ、児童も
先生方も大変喜んでくださいました。

Weekly No.1566 ／ 平成27年3月9日

幹事報告 本田幹事
◦理事会報告
①4月度プログラム変更・5月度プログラム
について承認する。
②2月26日、大相撲豊津場所予算について承
認する。
③春の移動例会について、帝国ホテルにて
開催することを承認する。
④その他
⑴次年度社会奉仕事業として地区補助金
を使用し、3・11被災地への人道支援プ
ロジェクトに協力することを承認する。
⑵Rフェスティバル当日、クラブより10名
程度の参加協力をすることを承認する。
⑶田中（孝）会員退会に伴う新会員辻俊英
氏の入会を承認する。
３月１６日　ゲスト入会
３月３０日　田中孝男会員退会ご挨拶
４月　６日　入会式

IM実行委員会
第2660地区 INTERCITY MEETING

米山奨学生 金ジャンディさんに奨学金授与

橋本（徹）副委員長

【はじめに】
RACについてお話させていただく前に、ま
ず簡単に私のことをお話しさせて頂きます。
私は今年の５月で吹田RACに入って３年目に
突入致します。きっかけは、現在吹田RCの会
長エレクトを致しております、父の紹介です。
自己啓発の場であるということで入会を決意
致しました。貴クラブに関しましてはサポー
トシステムの関係ではございますが、父が瀧
川様には以前からご指導賜っており、また、他
の会員様に関しましても野球や例会、ＭＵでお
世話になっていると聞いておりましたので、
勝手に親近感が湧いております。

【RAC設立のきっかけ】
1960年代に入って、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
運が高まりました。1962年、国際ロータリー
（RI）理事会により、まずインターアクトプロ
グラムが宣言され、インターアクトクラブ
（Interact Club、IAC）が次々と世界各地に創
立していきます。しかし、インターアクターは
14 ～ 18歳の高校生の年代が対象で、卒業と同
時に会員資格が失効。これを継続するものと
して、1968年1月に、当時のルーサー Ｈ.ホッジ
スＲＩ会長により、「ローターアクト構想」が
打ち出されました。
　1968年、ＲＩ理事会は、初めてRACの発足
を認証しました。世界最初のRACは、アメリ
カ・ノースカロライナ州ノースシャーロット
RCの提唱により、1968年3月13日に結成された、
ノースシャーロットRACです。

【RACの目的】
RACの目的は大きく次の５点に分けられます。
★専門技術及び指導能力の開発
★他人の権利を尊重する観念を養い、あら
ゆる有用な職業の道徳的水準及び品位を
保持推進
★地域社会を初め世界社会のニーズ及び懸
念事項を提起する機会の提供
★提唱ロータリークラブと協力して活動に
あたる機会の提供
★ロータリーにおける将来の会員として若
い人々への意欲喚起

【国際ロータリー第2660地区ローターアクトについて】
国際ロータリー第2660地区ローターアクト

は全19クラブあり、その中でも大阪北ゾーン
（11クラブ）・大阪南ゾーン（8クラブ）と分か
れております。
全会員数は240 ～ 250名と全国トップクラス
の会員数です。
今年度の地区ターゲットは、「躍～倍返し
だ！！～」となっております。また、地区目標
を会員増強、会員の知識向上と致しております。
主な地区行事は、地区献血、少年少女ニコニ
コキャンプ、ロータリーフェスティバルといっ
たものが挙げられます。まず、毎年夏と冬に行
われる地区献血でございますが、今年度は地
区代表が500人に献血を行なってもらうという
目標を掲げておりました。結果、夏の採血者が
261名、先月行われた冬の地区献血で採血者が
255名の計516名で目標を達成することができ
ました。
RCの事業である少年少女ニコニコキャンプ
にもRACは毎年参加致しておりますが、子ど
もたちのリーダーとして、３日間という短い
期間で成長していく子どもたちの姿を間近で
見守ることができ、非常に貴重な経験ができ
る機会であると感じております。
ロータリーフェスティバルでございますが、
IACとROTEXとRACにお声をかけて頂きま
したので今回初めてお手伝いをさせていただ
くことになりました。５月３日～５日の間、
フェスティバルのためにRACとしてベストを
尽くすことはもちろんのこと、RCの皆様と親
睦を深められるような機会になればと今から
楽しみにしている行事でございます。

【吹田RACの活動内容】
吹田RACの例会は、毎月第１・第３火曜日
に行なっております。専門知識開発委員会、社
会奉仕委員会、国際奉仕委員会、クラブ奉仕委
員会の４つの委員会で構成されておりまして、
その４つの委員会で例会を順番に担当してい
ます。また、年に２・３回程知識向上のため主
にRCの方々をお招きして、卓話をしていただ
いております。

例会外行事と致しましては、７月に行われ
た吹田まつりでなにわの伝統野菜である吹田
くわいをＰＲするために、くわい献上行列へ
参加し、人数が前年度開始時の倍になったため、
今年度は前年度行うことが出来なかったチャ
リティバザーを行うことができ、フランクフ
ルトの屋台も出店することができました。吹
田西RCの皆さま、商品をご提供いただきまし
てありがとうございました。
10月には例年通り、吹田自然観察会主催の
紫金山公園で行われるどんぐりまつりのお手
伝いに行きました。自然に触れ合う機会が少
なくなった現代の子どもたちに、ウォークラ
リーやどんぐりを使った工作等を通して自然
と触れ合うきっかけを作ることを目的として
行われていて、今年度吹田RACは○×クイズ
を行い、今年も大盛況のうちに終えることが
できました。
11月には姉妹提携を結んでいる、台北文山
RACへ８名の会員で訪問しました。毎年交互
にお互いの国を行き来して、奉仕活動、例会、
観光を通じて親睦をはかっています。

12月には吹田RC主催の、毎年恒例かめのこ
駅伝大会に参加し、会員同士の仲を深めました。
また吹田RACは、ニランジャナセワサンガ
というNPO法人を支援しています。具体的に
はインドの最貧困地域であるビハール州とい
う識字率が10％にも満たないところの子ども
たちのためにニランジャナスクールと呼ばれ
る学校を建て、教育の機会を与える活動や、女
性のための職業訓練、植林などを行なってい
るNPO法人で、吹田RACは現在まだ書く事の
できるペンを集めており、年度の終わりに寄
付をしようと考えております。

最後に、次年度のことになりますが、吹田
RACは30周年を迎えます。来年の３月に予定
致しております。当日は、きっと皆様に楽しん
でいただけるサプライズを予定致しておりま
すので、是非ご参加いただけますようよろし
くお願い致します。 日時　3月14日（土）

場所　ホテル阪急エキスポパーク
集合　午前10:00（準備委員会メンバー）
　　　午前11:00（全メンバー）

⑷35周年式典及び記念例会を開催するこ
とを承認する。

◦吹田市より、Wリボンプロジェクトinすいた
への協力による感謝状が届きましたのでご
報告します。
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◆小林会員
何か良いことありそうな…。

◆水間会員
妻の誕生日のお祝いありがとうござい
ます。

◆橋本（徹）会員
いよいよIMが近づいてまいりました。
皆様よろしくお願いします。

◆宮川会員
坂口先生の本年度のご指導に心より御
礼申し上げます。

◆木下会員
昨日3月1日は父俊次（しゅんじ）の27
回目の命日でした。現在私47才。今日
の日に感謝しながら明日にむかいたい
と思います。
──────────────────
 本日のニコニコ箱 14,000円
 累計のニコニコ箱 820,000円

ニコニコ箱 山岡副SAA

出席報告
●会　員　数 47名 ●来　　　客 4名
●出席会員数 38名 ●本日の出席率 92.68％
●2月9日の出席率（メーキャップを含む） 100％

阪本委員長

◦理事会報告
①4月度プログラム変更・5月度プログラム
について承認する。
②2月26日、大相撲豊津場所予算について承
認する。
③春の移動例会について、帝国ホテルにて
開催することを承認する。
④その他
⑴次年度社会奉仕事業として地区補助金
を使用し、3・11被災地への人道支援プ
ロジェクトに協力することを承認する。
⑵Rフェスティバル当日、クラブより10名
程度の参加協力をすることを承認する。
⑶田中（孝）会員退会に伴う新会員辻俊英
氏の入会を承認する。
３月１６日　ゲスト入会
３月３０日　田中孝男会員退会ご挨拶
４月　６日　入会式

春の家族移動例会のご案内

【はじめに】
RACについてお話させていただく前に、ま
ず簡単に私のことをお話しさせて頂きます。
私は今年の５月で吹田RACに入って３年目に
突入致します。きっかけは、現在吹田RCの会
長エレクトを致しております、父の紹介です。
自己啓発の場であるということで入会を決意
致しました。貴クラブに関しましてはサポー
トシステムの関係ではございますが、父が瀧
川様には以前からご指導賜っており、また、他
の会員様に関しましても野球や例会、ＭＵでお
世話になっていると聞いておりましたので、
勝手に親近感が湧いております。

【RAC設立のきっかけ】
1960年代に入って、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
運が高まりました。1962年、国際ロータリー
（RI）理事会により、まずインターアクトプロ
グラムが宣言され、インターアクトクラブ
（Interact Club、IAC）が次々と世界各地に創
立していきます。しかし、インターアクターは
14 ～ 18歳の高校生の年代が対象で、卒業と同
時に会員資格が失効。これを継続するものと
して、1968年1月に、当時のルーサー Ｈ.ホッジ
スＲＩ会長により、「ローターアクト構想」が
打ち出されました。
　1968年、ＲＩ理事会は、初めてRACの発足
を認証しました。世界最初のRACは、アメリ
カ・ノースカロライナ州ノースシャーロット
RCの提唱により、1968年3月13日に結成された、
ノースシャーロットRACです。

【RACの目的】
RACの目的は大きく次の５点に分けられます。
★専門技術及び指導能力の開発
★他人の権利を尊重する観念を養い、あら
ゆる有用な職業の道徳的水準及び品位を
保持推進
★地域社会を初め世界社会のニーズ及び懸
念事項を提起する機会の提供
★提唱ロータリークラブと協力して活動に
あたる機会の提供
★ロータリーにおける将来の会員として若
い人々への意欲喚起

【国際ロータリー第2660地区ローターアクトについて】
国際ロータリー第2660地区ローターアクト

親睦活動委員会 阿部委員長

テーマ『親睦・奉仕の行動から喜びを』
日時　平成27年4月6日（月）
　　　受付PM5:30（1Fロビー集合）
　　　※ホテル前にて桜観賞及び記念撮影を行います。
　　　例会PM6:10～6:30
　　　※例会場 22階パイシーズ
　　　開会PM6:30～
場所　帝国ホテル大阪
会費　会員15,000円　家族12,000円
内容
　大阪市内有数の桜の名所に程近く、ホテル
前には約4,800本ものソメイヨシノやヤマザク
ラの桜並木が広がっています。帝国ホテル前
の桜を観賞し、ホテルでのディナーを食べた
いと思います。会員の皆様の多数の参加をお
待ちしております。

は全19クラブあり、その中でも大阪北ゾーン
（11クラブ）・大阪南ゾーン（8クラブ）と分か
れております。
全会員数は240 ～ 250名と全国トップクラス
の会員数です。
今年度の地区ターゲットは、「躍～倍返し
だ！！～」となっております。また、地区目標
を会員増強、会員の知識向上と致しております。
主な地区行事は、地区献血、少年少女ニコニ
コキャンプ、ロータリーフェスティバルといっ
たものが挙げられます。まず、毎年夏と冬に行
われる地区献血でございますが、今年度は地
区代表が500人に献血を行なってもらうという
目標を掲げておりました。結果、夏の採血者が
261名、先月行われた冬の地区献血で採血者が
255名の計516名で目標を達成することができ
ました。
RCの事業である少年少女ニコニコキャンプ
にもRACは毎年参加致しておりますが、子ど
もたちのリーダーとして、３日間という短い
期間で成長していく子どもたちの姿を間近で
見守ることができ、非常に貴重な経験ができ
る機会であると感じております。
ロータリーフェスティバルでございますが、
IACとROTEXとRACにお声をかけて頂きま
したので今回初めてお手伝いをさせていただ
くことになりました。５月３日～５日の間、
フェスティバルのためにRACとしてベストを
尽くすことはもちろんのこと、RCの皆様と親
睦を深められるような機会になればと今から
楽しみにしている行事でございます。

【吹田RACの活動内容】
吹田RACの例会は、毎月第１・第３火曜日
に行なっております。専門知識開発委員会、社
会奉仕委員会、国際奉仕委員会、クラブ奉仕委
員会の４つの委員会で構成されておりまして、
その４つの委員会で例会を順番に担当してい
ます。また、年に２・３回程知識向上のため主
にRCの方々をお招きして、卓話をしていただ
いております。

例会外行事と致しましては、７月に行われ
た吹田まつりでなにわの伝統野菜である吹田
くわいをＰＲするために、くわい献上行列へ
参加し、人数が前年度開始時の倍になったため、
今年度は前年度行うことが出来なかったチャ
リティバザーを行うことができ、フランクフ
ルトの屋台も出店することができました。吹
田西RCの皆さま、商品をご提供いただきまし
てありがとうございました。
10月には例年通り、吹田自然観察会主催の
紫金山公園で行われるどんぐりまつりのお手
伝いに行きました。自然に触れ合う機会が少
なくなった現代の子どもたちに、ウォークラ
リーやどんぐりを使った工作等を通して自然
と触れ合うきっかけを作ることを目的として
行われていて、今年度吹田RACは○×クイズ
を行い、今年も大盛況のうちに終えることが
できました。
11月には姉妹提携を結んでいる、台北文山
RACへ８名の会員で訪問しました。毎年交互
にお互いの国を行き来して、奉仕活動、例会、
観光を通じて親睦をはかっています。

12月には吹田RC主催の、毎年恒例かめのこ
駅伝大会に参加し、会員同士の仲を深めました。
また吹田RACは、ニランジャナセワサンガ
というNPO法人を支援しています。具体的に
はインドの最貧困地域であるビハール州とい
う識字率が10％にも満たないところの子ども
たちのためにニランジャナスクールと呼ばれ
る学校を建て、教育の機会を与える活動や、女
性のための職業訓練、植林などを行なってい
るNPO法人で、吹田RACは現在まだ書く事の
できるペンを集めており、年度の終わりに寄
付をしようと考えております。

最後に、次年度のことになりますが、吹田
RACは30周年を迎えます。来年の３月に予定
致しております。当日は、きっと皆様に楽しん
でいただけるサプライズを予定致しておりま
すので、是非ご参加いただけますようよろし
くお願い致します。

米山記念奨学会委員会 木田委員長
2月28日（土）、米山奨学生の金ジャンディさ
んと、2014年度米山奨学生終了者歓送会に出
席して参りました。金さんは米山奨学生として、
学業・ロータリーの精神・日本人の心を一年
間学ばれました。

誕生御祝－３月

 昭和 48 年 3 月 11 日 杦本会員ご夫妻
 昭和 48 年 3 月 15 日 家村会員ご夫妻
 昭和 61 年 3 月 15 日 山岡会員ご夫妻
 昭和 57 年 3 月 16 日 西村会員ご夫妻
 昭和 48 年 3 月 18 日 髙木会員ご夫妻
 昭和 44 年 3 月 23 日 宮川会員ご夫妻
 昭和 42 年 3 月 26 日 瀧川会員ご夫妻
 昭和 63 年 3 月 27 日 榎原会員ご夫妻
 昭和 40 年 3 月 30 日 河邊会員ご夫妻
         以上9組

結婚御祝－３月

ゲ　ス　ト

 吹田ローターアクトクラブ 会長 上本 ひとみ 様
 米 山 奨 学 生 金ジャンディ 様
 木 　 瀬 　 部 　 屋 臥 牙 丸 関
 　 　 　〃 明 瀬 山 関

木下委員

⑷35周年式典及び記念例会を開催するこ
とを承認する。

◦吹田市より、Wリボンプロジェクトinすいた
への協力による感謝状が届きましたのでご
報告します。
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卓　　話卓　　話
吹田ローターアクトクラブ
会長　上本 ひとみ 様

「ローターアクトの活動」

【はじめに】
RACについてお話させていただく前に、ま
ず簡単に私のことをお話しさせて頂きます。
私は今年の５月で吹田RACに入って３年目に
突入致します。きっかけは、現在吹田RCの会
長エレクトを致しております、父の紹介です。
自己啓発の場であるということで入会を決意
致しました。貴クラブに関しましてはサポー
トシステムの関係ではございますが、父が瀧
川様には以前からご指導賜っており、また、他
の会員様に関しましても野球や例会、ＭＵでお
世話になっていると聞いておりましたので、
勝手に親近感が湧いております。

【RAC設立のきっかけ】
1960年代に入って、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
運が高まりました。1962年、国際ロータリー
（RI）理事会により、まずインターアクトプロ
グラムが宣言され、インターアクトクラブ
（Interact Club、IAC）が次々と世界各地に創
立していきます。しかし、インターアクターは
14 ～ 18歳の高校生の年代が対象で、卒業と同
時に会員資格が失効。これを継続するものと
して、1968年1月に、当時のルーサー Ｈ.ホッジ
スＲＩ会長により、「ローターアクト構想」が
打ち出されました。
　1968年、ＲＩ理事会は、初めてRACの発足
を認証しました。世界最初のRACは、アメリ
カ・ノースカロライナ州ノースシャーロット
RCの提唱により、1968年3月13日に結成された、
ノースシャーロットRACです。

【RACの目的】
RACの目的は大きく次の５点に分けられます。
★専門技術及び指導能力の開発
★他人の権利を尊重する観念を養い、あら
ゆる有用な職業の道徳的水準及び品位を
保持推進
★地域社会を初め世界社会のニーズ及び懸
念事項を提起する機会の提供
★提唱ロータリークラブと協力して活動に
あたる機会の提供
★ロータリーにおける将来の会員として若
い人々への意欲喚起

【国際ロータリー第2660地区ローターアクトについて】
国際ロータリー第2660地区ローターアクト

は全19クラブあり、その中でも大阪北ゾーン
（11クラブ）・大阪南ゾーン（8クラブ）と分か
れております。
全会員数は240 ～ 250名と全国トップクラス
の会員数です。
今年度の地区ターゲットは、「躍～倍返し
だ！！～」となっております。また、地区目標
を会員増強、会員の知識向上と致しております。
主な地区行事は、地区献血、少年少女ニコニ
コキャンプ、ロータリーフェスティバルといっ
たものが挙げられます。まず、毎年夏と冬に行
われる地区献血でございますが、今年度は地
区代表が500人に献血を行なってもらうという
目標を掲げておりました。結果、夏の採血者が
261名、先月行われた冬の地区献血で採血者が
255名の計516名で目標を達成することができ
ました。
RCの事業である少年少女ニコニコキャンプ
にもRACは毎年参加致しておりますが、子ど
もたちのリーダーとして、３日間という短い
期間で成長していく子どもたちの姿を間近で
見守ることができ、非常に貴重な経験ができ
る機会であると感じております。
ロータリーフェスティバルでございますが、
IACとROTEXとRACにお声をかけて頂きま
したので今回初めてお手伝いをさせていただ
くことになりました。５月３日～５日の間、
フェスティバルのためにRACとしてベストを
尽くすことはもちろんのこと、RCの皆様と親
睦を深められるような機会になればと今から
楽しみにしている行事でございます。

【吹田RACの活動内容】
吹田RACの例会は、毎月第１・第３火曜日
に行なっております。専門知識開発委員会、社
会奉仕委員会、国際奉仕委員会、クラブ奉仕委
員会の４つの委員会で構成されておりまして、
その４つの委員会で例会を順番に担当してい
ます。また、年に２・３回程知識向上のため主
にRCの方々をお招きして、卓話をしていただ
いております。

例会外行事と致しましては、７月に行われ
た吹田まつりでなにわの伝統野菜である吹田
くわいをＰＲするために、くわい献上行列へ
参加し、人数が前年度開始時の倍になったため、
今年度は前年度行うことが出来なかったチャ
リティバザーを行うことができ、フランクフ
ルトの屋台も出店することができました。吹
田西RCの皆さま、商品をご提供いただきまし
てありがとうございました。
10月には例年通り、吹田自然観察会主催の
紫金山公園で行われるどんぐりまつりのお手
伝いに行きました。自然に触れ合う機会が少
なくなった現代の子どもたちに、ウォークラ
リーやどんぐりを使った工作等を通して自然
と触れ合うきっかけを作ることを目的として
行われていて、今年度吹田RACは○×クイズ
を行い、今年も大盛況のうちに終えることが
できました。
11月には姉妹提携を結んでいる、台北文山
RACへ８名の会員で訪問しました。毎年交互
にお互いの国を行き来して、奉仕活動、例会、
観光を通じて親睦をはかっています。

12月には吹田RC主催の、毎年恒例かめのこ
駅伝大会に参加し、会員同士の仲を深めました。
また吹田RACは、ニランジャナセワサンガ
というNPO法人を支援しています。具体的に
はインドの最貧困地域であるビハール州とい
う識字率が10％にも満たないところの子ども
たちのためにニランジャナスクールと呼ばれ
る学校を建て、教育の機会を与える活動や、女
性のための職業訓練、植林などを行なってい
るNPO法人で、吹田RACは現在まだ書く事の
できるペンを集めており、年度の終わりに寄
付をしようと考えております。

最後に、次年度のことになりますが、吹田
RACは30周年を迎えます。来年の３月に予定
致しております。当日は、きっと皆様に楽しん
でいただけるサプライズを予定致しておりま
すので、是非ご参加いただけますようよろし
くお願い致します。
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【はじめに】
RACについてお話させていただく前に、ま
ず簡単に私のことをお話しさせて頂きます。
私は今年の５月で吹田RACに入って３年目に
突入致します。きっかけは、現在吹田RCの会
長エレクトを致しております、父の紹介です。
自己啓発の場であるということで入会を決意
致しました。貴クラブに関しましてはサポー
トシステムの関係ではございますが、父が瀧
川様には以前からご指導賜っており、また、他
の会員様に関しましても野球や例会、ＭＵでお
世話になっていると聞いておりましたので、
勝手に親近感が湧いております。

【RAC設立のきっかけ】
1960年代に入って、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
運が高まりました。1962年、国際ロータリー
（RI）理事会により、まずインターアクトプロ
グラムが宣言され、インターアクトクラブ
（Interact Club、IAC）が次々と世界各地に創
立していきます。しかし、インターアクターは
14 ～ 18歳の高校生の年代が対象で、卒業と同
時に会員資格が失効。これを継続するものと
して、1968年1月に、当時のルーサー Ｈ.ホッジ
スＲＩ会長により、「ローターアクト構想」が
打ち出されました。
　1968年、ＲＩ理事会は、初めてRACの発足
を認証しました。世界最初のRACは、アメリ
カ・ノースカロライナ州ノースシャーロット
RCの提唱により、1968年3月13日に結成された、
ノースシャーロットRACです。

【RACの目的】
RACの目的は大きく次の５点に分けられます。
★専門技術及び指導能力の開発
★他人の権利を尊重する観念を養い、あら
ゆる有用な職業の道徳的水準及び品位を
保持推進
★地域社会を初め世界社会のニーズ及び懸
念事項を提起する機会の提供
★提唱ロータリークラブと協力して活動に
あたる機会の提供
★ロータリーにおける将来の会員として若
い人々への意欲喚起

【国際ロータリー第2660地区ローターアクトについて】
国際ロータリー第2660地区ローターアクト

は全19クラブあり、その中でも大阪北ゾーン
（11クラブ）・大阪南ゾーン（8クラブ）と分か
れております。
全会員数は240 ～ 250名と全国トップクラス
の会員数です。
今年度の地区ターゲットは、「躍～倍返し
だ！！～」となっております。また、地区目標
を会員増強、会員の知識向上と致しております。
主な地区行事は、地区献血、少年少女ニコニ
コキャンプ、ロータリーフェスティバルといっ
たものが挙げられます。まず、毎年夏と冬に行
われる地区献血でございますが、今年度は地
区代表が500人に献血を行なってもらうという
目標を掲げておりました。結果、夏の採血者が
261名、先月行われた冬の地区献血で採血者が
255名の計516名で目標を達成することができ
ました。
RCの事業である少年少女ニコニコキャンプ
にもRACは毎年参加致しておりますが、子ど
もたちのリーダーとして、３日間という短い
期間で成長していく子どもたちの姿を間近で
見守ることができ、非常に貴重な経験ができ
る機会であると感じております。
ロータリーフェスティバルでございますが、
IACとROTEXとRACにお声をかけて頂きま
したので今回初めてお手伝いをさせていただ
くことになりました。５月３日～５日の間、
フェスティバルのためにRACとしてベストを
尽くすことはもちろんのこと、RCの皆様と親
睦を深められるような機会になればと今から
楽しみにしている行事でございます。

【吹田RACの活動内容】
吹田RACの例会は、毎月第１・第３火曜日
に行なっております。専門知識開発委員会、社
会奉仕委員会、国際奉仕委員会、クラブ奉仕委
員会の４つの委員会で構成されておりまして、
その４つの委員会で例会を順番に担当してい
ます。また、年に２・３回程知識向上のため主
にRCの方々をお招きして、卓話をしていただ
いております。

例会外行事と致しましては、７月に行われ
た吹田まつりでなにわの伝統野菜である吹田
くわいをＰＲするために、くわい献上行列へ
参加し、人数が前年度開始時の倍になったため、
今年度は前年度行うことが出来なかったチャ
リティバザーを行うことができ、フランクフ
ルトの屋台も出店することができました。吹
田西RCの皆さま、商品をご提供いただきまし
てありがとうございました。
10月には例年通り、吹田自然観察会主催の
紫金山公園で行われるどんぐりまつりのお手
伝いに行きました。自然に触れ合う機会が少
なくなった現代の子どもたちに、ウォークラ
リーやどんぐりを使った工作等を通して自然
と触れ合うきっかけを作ることを目的として
行われていて、今年度吹田RACは○×クイズ
を行い、今年も大盛況のうちに終えることが
できました。
11月には姉妹提携を結んでいる、台北文山
RACへ８名の会員で訪問しました。毎年交互
にお互いの国を行き来して、奉仕活動、例会、
観光を通じて親睦をはかっています。

12月には吹田RC主催の、毎年恒例かめのこ
駅伝大会に参加し、会員同士の仲を深めました。
また吹田RACは、ニランジャナセワサンガ
というNPO法人を支援しています。具体的に
はインドの最貧困地域であるビハール州とい
う識字率が10％にも満たないところの子ども
たちのためにニランジャナスクールと呼ばれ
る学校を建て、教育の機会を与える活動や、女
性のための職業訓練、植林などを行なってい
るNPO法人で、吹田RACは現在まだ書く事の
できるペンを集めており、年度の終わりに寄
付をしようと考えております。

最後に、次年度のことになりますが、吹田
RACは30周年を迎えます。来年の３月に予定
致しております。当日は、きっと皆様に楽しん
でいただけるサプライズを予定致しておりま
すので、是非ご参加いただけますようよろし
くお願い致します。

紙谷会員「青少年奉仕委員会の事業報告」

日時：平成27年2月26日（木）13:30～14:30
場所：豊津第二小学校　体育館
名称：大相撲　豊津場所
対象：吹田市立豊津第二小学校
　　　1・2年生 206名、PTA
　　　木瀬部屋力士7名
　　　RCより　の出席者
　　　田中会長・青木会員・井伊会員　　　
　　　橋本芳会員・木下会員・本田幹事・紙谷

目的：
　児童が普段テレビでしか
みれない力士との交流によ
り、より一層のコミュニ
ケーション能力の向上を目
的とする。また当ロータ
リークラブについては今ま
で以上の学校・地域との連
携及び安心・安全な街創り
を目的とする。

内容：
　幕内力士の手形入り色紙・プロのカメラマ
ンによる当日のスナップ写真の寄贈。

①村田校長先生挨拶
②田中会長挨拶
③木瀬部屋力士の自己紹介
④力士による相撲演技
⑤児童と力士による相撲対戦
⑥児童よりの質問
⑦RCより色紙・スナップ写真贈呈の目録
⑧記念写真

児童よりの質問
Ｑ⒈　木瀬部屋には何人のお相撲さんがいま

すか。
Ａ⒈　34名。今年2名増え、相撲部屋では2番目

に多い。
Ｑ⒉　塩はなぜまくのですか。
Ａ⒉　土俵を清めるため。
Ｑ⒊　一番好きな技は。
Ａ⒊　投げ技。決まると気持いい。
Ｑ⒋　まわしの長さと重さは。
Ａ⒋　重さ約３キロ。長さは力士によって違

うが私は7.5m。
Ｑ⒌　なぜお相撲さんになったのか。
Ａ⒌　ごはんがたくさん食べれるから。
Ｑ⒍　いつも何を食べているのか。
Ａ⒍　ちゃんこなべ。

本日代表として、2名に来ていただきました。

木瀬部屋が江坂に部屋を構えたのが平成15年。
私が江坂大池小のPTA会長をしていた年です。
親方は元  肥後ノ海関。偶然知人の紹介で会社
に挨拶に来られ、その後親方から依頼され当
時の阪口市長・吹田警察署長・吹田消防署長・
自治会長に挨拶に同行したことがきっかけで
今に至っております。
今後も地域の小学校・支援学校・老人ホーム
など活発に慰問に伺いたい意向もきいており
ますので、RC活動に絡めたもの、またそれ以
外であってもお声掛けいただければ窓口をさ
せていただきますので、宜しくお願い申し上
げます。


