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皆様今晩は。12 月の声を聞きますと何となく心
せわしき思いです。本年も残す所 1 か月でござい
ます。お仕事に力を注いで下さい。本日のお客様
はございません。
そして 12 月 1 日より事務局に勤務されている
久田陽子さんをご紹介いたします。

話

月間
平成28年12月19日

クリスマス家族会

我々のクラブとしては 4 代目の事務局員さんとな
ります。山口さんとはこの 1 か月で引き継ぎを行
いますので、会員の皆様にはよろしくお願いいた
します。
11 月 30 日（水）は第 2 回井伊会長杯ゴルフコ
ンペと忘年会が木曽路江坂店でありました。忘年
会は私も参加させていただきました。ゴルフの報
告は後ほど同好会報告で発表していただきます。
12 月 1 日（木）は江坂企業会主催のクリーンデー
が行われました。後ほど社会奉仕委員会より報告
があります。
12 月 3 日（土）亡くなられた渋谷会員がやって
おられたスタジオサンプロでの再開コンサートに
行って参りました。当クラブから瀧川、河邊両パ
スト会長。関係者として大藤副会長、事務局の山
口さんも参加していただきました。
本日は今週の金曜日、土曜日に開催される地区
大会についての PR をさせて頂きます。
12 月 9 日（金）の分科会ではロータリー財団
100 周年の記念すべき年ですのでジョン・F・ジャー
ム RI 会長は「ロータリー財団 100 周年を祝いま
しょう」と我々にロータリー財団の 1 世紀に亘る
世界への貢献を記念する祝賀行事の推進を提唱さ
れていました。その意向を受け地区大会ではユニ
セフニューヨーク本部からスピーカを招き「ポリ
オ撲滅の最前線」の講演を企画されました。
15:20 〜 16:50 大阪国際会議場 10 階会議で行わ
れます。一人でも多くの皆様が登録されることを
望んでおられます。事務局への申込みお願い致し
ます。

12 月 10 日（土）第 2 日目は 13:00 からの歓迎
演奏、13:30 から本会議、引き続いて特別基調講
演として、毎日新聞社 特別編集委員の岸井成格
さんの講演がございます。
また、「バーチャル・リアリティ体験」ポリオ撲
滅根絶の旅が、金曜日、土曜日 11:00 から大阪国
際会議場 5 階ホワイエ友愛の広場で行われていま
す。よろしくお願い致します。
これで本日の会長挨拶と致します。

幹事報告

出 席 報 告 出席委員会 中堀 副委員長

●会 員 数 49名 ●来
客
0名
●出席会員数 38名 ●本日の出席率 86.36％
●11月7日の出席率（メーキャップ含む）100％

お誕生日の御祝

12月

ご結婚の御祝

12月

長屋幹事

1．ロータリーの友 12 月号が届きましたのでお配
りしました。
2．ロータリー日本財団より、マルチプルフェロ
（MPF）の表彰ピンが届きましたのでお渡しいたし
ます。
新井清会員、鈴木基弘会員、郷上勲会員、青木建
雄会員、井伊圭一郎会員、田中慶一会員、紙谷幸
弘会員

平成

9年

12 月 7 日

瀬川会員 ご夫妻

昭和 43 年

12 月 9 日

毛利会員 ご夫妻

平成

12 月 9 日

橋本 ( 幸 ) 会員

2年

ご夫妻
以上 3 組

ロータリー財団委員会

堀委員長

12 月よりレートが変更になっております。1 ド
ル＝106 円となり日本円で 16,960 円（160 ドル）
となっております。
3．次週はご案内しましたように年次総会です。で
きるだけご出席をお願いいたします。また次週は
理事会を開催致します。理事の方はご準備をお願
い致します。
4．今週 10 日（土）は地区大会です。すでにお渡
ししている参加カードを忘れないようにご持参下
さい。

社会奉仕委員会

清水理事

12 月 1 日（木）江坂企業協議会主催のクリーン
デーが開催され、参加者は井伊会長、瀧川会員、
紙谷会員、橋本徹也会員、阿部会員、髙木会員、
水谷会員の 7 名でした。皆様ご協力ありがとうご
ざいました。
また先週例会時に、今回のクリーンデー開催のご
連絡を忘れておりました。誠に申し訳ございませ
んでした。
訂正
本日の例会報に社会奉仕委員会常照園自転車寄贈
式報告の参加者にカメラマンとしても大活躍され
ました榎原会員が抜けておりました。合計 14 名
に訂正致します。大変失礼致しました。

青少年奉仕

杦本理事

第 3 回職業奉仕・青少年奉仕共同の炉辺談話の
ご案内を致します。
平成 29 年 1 月 20 日 ( 金 ) PM6：30 〜 8：30
会費 5,000 円
場所 コリアンキッチン
料理は辛いお鍋（プデチゲ）のコース 90 分飲み
放題となっております。
皆様ふるってご参加お願いします。

親睦活動委員会

橋本(芳)

会員

・12 月 19 日クリスマス家族例会の会費を集めてい
ます。次週締め切りなのでよろしくお願いします。
・本日例会終了後、シャングリラにて事務局山口さ
んの送別会をしますので、お集まりください

2016 年度ロータリー
青少年指導者養成プログラム
「秋のライラ 」( 初級 ) 報告書

日時 2016 年 10 月 8 日 ( 土 ) 〜
10 月 10 日 ( 日・祝 )
場所 奈良県内明日香地区研修所

テーマ
主催
ホスト

突破力

国際ロータリー第 2660 地区
国際ロータリー第 2660 地区
大阪アーバンロータリークラブ

【報告書１】
株式会社ビケンテクノ 干野

亮祐

ライラ研修では、学生・社会人の方が班ごとに分
かれ、様々な研修を行いました。
初対面の方達ばかりだったので、最初は上手く話せ
るか不安でした。しかし、研修を受けていくうちに、
いつの間にか話せるようになっていました。
開講式では、
「ロータリークラブ」というロータリー
クラブの歌を歌いました。初めて「ロータリークラ
ブ」の歌を聞いたので、全く歌えませんでした。
講演として、講師の先生から色々な事を教えてい
ただきました。
「夢に名前を付ける」「起きることは全て成功の布石
と決める」「人生に期待をする」という 3 つの事に
ついて話されました。人間は名前がないものには、
エネルギーは使えないと言われました。私も具体的
に目標を立てなければ、行動には移せないと思いま
す。
私が行動した結果、成功でも失敗でもそれがまた、

別の機会にいかせると思いながら、仕事やプライ
ベートにおいても切り替えて行動していこうと思い
ます。
涙の活動「涙活」で、講師の先生から情動の涙と
いう痛みを感じた時に出る涙とは別の涙があると聞
きました。感動によって出る涙の事で、ホルモン物
質が検出されるそうです。
その涙活の中で、ラブレターを書きました。私は亡
くなった祖母に対して書きました。実際、言葉を手
紙にして書いてみると、つい悲しみの感情が出てき
てしまいました。自分自身ももっと祖母と会ってお
けばよかったと思いました。
ラブレターを書く以外に、小学生が書いた先生にあ
てた手紙も聞きました。すごく先生に対する気持ち
が素直に書かれていました。そのような手紙を見た
り、聞いたりしたのは久しぶりでした。新鮮な気持
ちにもなりました。
「知財ゲーム」という 3 〜 4 人を 1 チームとして
4 チームで争うゲームを行いました。最初は要領が
分かりませんでした。無効審判や侵害訴訟といった
アクションを起こしながら、カメラやパソコン等の
市場に上市してお金を稼ぐというようなゲームでし
た。カードを使って行いました。
ポイント数の大小で、勝ち負けをつける為、
「勝てる」
と思って勝負にいっても負けてしまうこともありま
した。優勝することはできませんでしたが、チーム
のメンバーと話し合いながら作戦や行動を決めて
いったので、いつの間にか楽しく会話ができるよう
になっていました。個人的にはもう少しこのゲーム
を続けたいと感じました。
「書道」「茶道」も行いました。静かな空気や気持
ちを落ち着かせて行いました。どちらの講師の先生
も優しく丁寧に教えてくれた為、1 つ 1 つの内容に
関して楽しく参加することができました。
1 班に 1 人、ロータリーママ又はロータリーパパ
という代表者の方がサポートについていてくれた
為、班のメンバーだけでは判断できない事、わから
ない事は質問していきました。座談会も行い、もっ
と長く一緒に研修したいと思いました。最終日には
グループ発表があり、私達の班は漫才形式で行いま
した。全ての班の中で唯一形式が違っていたので緊
張しました。発表も大切でしたが、全員で話し合い、
決めていくことも重要だと思いました。普段、めっ
たにしない事ばかりだったので、また参加の機会が
あれば、ライラ研修に参加したいと思いました。
この度はライラ研修に参加させて頂きまして本当
にありがとうございました。
以上

【報告書 2】
株式会社ビケンテクノ

太田秀憲

ライラ研修では、書道や涙活など普段体験できない
ことを体験することができたので、とても良い経験
になりました。
なかでも印象に残っているのが、基調講演と知財
ゲームです。基調講演では、稲積早苗さんが美容器
具を大ヒットさせるまでの苦難について話していた
だきました。大ヒット商品を出すのは、とても大変
な事なのだということが分かりました。
私がこの講演で心に残っていることは、「夢に名
前をつける」という言葉です。
夢は自分で思っているだけだといけなくて、普段か
ら声に出して言ったほうが良いと聞き、最初は驚き
ました。しかし、夢を声に出した方が夢に現実味が
帯びてきて、実現しやすくなるとおっしゃっていた
ので、夢を声に出して言うことはとても大事なこと
なのだと思いました。
知財ゲームでは、最初どんなことをするのか分か
りませんでした。知財とは、知的財産の略でそれら
に関連した内容のゲームでした。ゲームの内容は、
市場参入や損害賠償、無効審判などが出てきて難し
かったです。また、このゲームはカードゲームで 3
人 1 チームだったのですが、交渉をして相手とカー
ドを交換できたのでとても複雑でした。
しかし、このゲームを通じて実際に事業を展開し
ていく難しさと大変さを感じることができたので勉
強になりました。
最後にこの研修のテーマでもあった「突破力」と
リーダーシップについて班ごとに発表をしました。
班ごとに発表の内容が違っていて、様々な考えがあ
るのだと思いました。
私は突破力に必要なことは、失敗を恐れないことだ
と思いました。失敗を恐れないことによってどんな
事にも積極的にチャレンジでき、その結果大きな壁

が立ちはだかっても突破していけるのではないか
と思います。
私はこの研修が始まった時はとても不安でしたが、
いざ研修が終わってみると、この 3 日間は楽しく
過ごすことができたと思います。またこの研修で
これからの人生に大切なことを勉強することがで
きたので、活かしていけるようにこれからも頑張っ
ていきたいです。
この度はライラ研修に参加させて頂きまして本当
にありがとうございました。
以上

ゴルフ同好会報告
先日 11 月 30 日に山の原ゴルフクラブ山の原
コースにて開催されました、
第２回井伊会長杯の結果をお知らせします。
今回は参加人数が 9 名と非常に少なかったので、
ダブルペリア方式でさせていただきました。
優勝は 木下 基司 会員（ベスグロ共）
out コース 47 in コース 46
グロス 93
HDCP 20.4 ＮＥＴ 72.6
（次回 HDCP 6）
準優勝は 田中 慶一 会員
out コース 51 in コース 51
グロス 102
HDCP 27.6 ＮＥＴ 74.4
（次回 HDCP ７）

本田ＳＡＡ
●近藤会員：風邪の為 11/28 日の例会欠席と井伊会
長杯ゴルフコンペ欠席のお詫びとして。
●本田会員：昨日 63 歳に成りました。生かされ生き
てきた人生。感謝・感謝です。
●木田会員：連続欠席のお詫び。
します。山口さんもう少しよろしくお願いします。
●田中会員：11 月 30 日のゴルフコンペにおいてジャ
ンケンで会長賞を頂きました。
●坂口会員：結婚記念日のお花のお礼
●大藤会員：井伊会長、瀧川 PAST 会長、河邊 PAST
会長 12 月 3 日はありがとうございました。
●鈴木会員：山口さんありがとう。これからもお元
気で！！
本日のニコニコ箱

25,000 円

累計のニコニコ箱

541,000 円

ゴルフ同好会幹事
第３位は 阿部 吉秀 会員
out コース 48 in コース 55
HDCP 26.4 ＮＥＴ 76.6
（次回 HDCP 10）

橋本

芳信

グロス 103

表彰式・懇親会はゴルフ同好会忘年会として江
坂の木曽路にて開催しました。
井伊会長やその日ゴルフには参加してない会員
など１６名もの沢山の会員の参加がありました。
会長賞などを忘年会参加者で争奪戦をして大い
に盛り上がりました。
次回予定は 来年４月頃予定です。 たくさん
の参加お待ちしています。

【炉辺談話報告】
◆社会奉仕担当 清水理事
◆国際奉仕担当 紙谷理事

社会奉仕委員会

炉辺談話報告

清水理事
テーマ：今後どのような社会奉仕事業を行えばよ
いか ?
●1 2 月に防犯パトロールを地域の方たちと共に
順番に行うのはどうか。
●大阪府下で 44 億 9 千万円、吹田市で約 3 億円
の振り込め詐欺、特殊詐欺の被害が出ており、無
人の ATM が非常に多い。そのような所に「詐欺に
注意しましょう ! 」等の看板やのぼりを設置して
はどうか。
●お世話になっている地域の方に少しでも還元で
きるような事業を考える。
●クリーンデーや献血の事業は安定的に継続して
行っていくべき。
●児童養護施設常照圏への事業について、単発で
はなく何年かかけて支援していく。単年でこなす
だけではなく、年度単位で継続していけば良いの
では。
●継続的に困っている所を支援していく。長い目
で見て本当に困っている所に継続して支援してい
くのが良いのではないか。

国際奉仕委員長

炉辺談話報告

紙谷理事
テーマ：今後の国際奉仕事業について

●スリランカ CCRC に比重を置く
CCRC= 今姉妹クラブ
ナコムパノム RC 友好クラブ
（姉妹クラブとしてオファーしたが断られた経緯が
ある）
●メンバーにもっと参加してほしい
●今後は英語（英語ができる人）が条件
国際奉仕及び国際奉仕プロジェクト委員長は英語
のできる人を人選していく必要があ る。
次年度以降は
姉妹提携 35 周年にむけ CCRC との交流及び事業
ができるよう進めていただきたい。

