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会長挨拶	 杦本会長

今日は、ロータリーの月間目標である、「水と衛生」
についてお話ししたいと思います。
ロータリークラブでは、 3月は「水と衛生」の特別
月間としています。多くのロータリークラブは、安全
で、安心して飲める・利用できる水を、アジアやアフ
リカの国々に贈るプロジェクトを実施しています。
人間にとって水はとても重要なものです。人間の体
は60％が水でできていると言われています。体内の水
分が減少すると、健康被害を引き起こします。10％以
上の水分が失われると、最悪の場合は死に至ります。
私は、日本に生まれて良かったなと思う事の一つ
に、「美しい水であふれている事」があります。有名
な所では、郡上八幡の水路などがありますが、本日は
滋賀県の針江地区のカバタ（川端）をご紹介したいと

思います。

琵琶湖の西側に位置する高島市針江（はりえ）集落

では、川の水や井戸水を家の中に引き込み、洗い物や

飲み水などに利用します。針江にある約110世帯の各

家ごとに、地下18～24mから湧き水が噴き出ていま

す。カバタの水温は年間を通して12～13度と、夏は冷

たく冬は温かです。碁盤の目のように張り巡らされた

水路が家々をつなぎ、コイが自由に泳ぎながら行き来

します。

各家のカバタは、湧き水を取水（しゅすい）する元

池（もといけ）、水をくみ上げる壺池（つぼいけ）、あ

ふれ出た水を溜めておく端池（はたいけ）の 3つから

なります。壺池は飲み水や洗面器などに取って洗顔・

歯磨きなどに使用し、端池（はたいけ）は野菜や食器

などを洗う場所として利用され、野菜の洗いかすや食

器についたご飯粒などはコイが餌として食べるため、

水はいつも濁りなく透き通っています。泥のついたも

のはタライで下洗いをし、すすぎだけカバタを使用す

る。集落にはそんな暗黙の約束事、下流への配慮が根

づいています。水の路の最下流が琵琶湖であること

を、住民はよく知っているのです。

年に 4回、住民総出で川の掃除を行います。梅花藻

（ばいかも）という、きれいな水にしか生息できない

水草だけ残して、それ以外の藻は除去されます。そう

して、美しい水質を保っているのです。きれいな水と

は、人々の努力によって作られるものです。

吹田西ロータリークラブでは、タイのナコンパノム

本日の例会

第1840回例会　令和 4年 3月14日
今週の歌　「卒業写真」
卓　　話　「その場でできるストレッチ」
　　 緑地スポーツクラブカリスタ株式会社
 代表取締役　小山　博司 様
 インストラクター　若尾　加奈 様

前回の記録

次回の例会

第1841回例会　令和 4年 3月28日
今週の歌　「我等の生業」
卓　　話　「私の人生
 （今まで歩んできた事を伝えます）」
 田中　慶一 パスト会長



の学校に、浄水器を寄贈して参りました。

この活動は、これからも続けていく必要があると思

いますが、一番大切なのは、きれいな水をつくる努力

と知識を、タイの国民が身に付けることが重要だと考

えています。

ゲスト紹介	 瓜生副SAA

本日のお客様は、吹田ローターアクトクラブ会長　

グラインドスタッフ クリストファー 龍太郎様です。

本日の卓話よろしくお願いします。

幹事報告	 木下幹事

1 �．最初に先日メールとFaxでご連絡致しました通

り、「まん延防止等重点措置」が 3 月21日まで延長

されましたことに伴い、本日と14日の例会につきま

しても、食事の提供は行いません。ご理解、ご協力

の程、宜しくお願い申し上げます。

2 �． 3 月生まれの会員並びに会員夫人のお祝いの品を

郵送にてお渡し致しました。会員並びにご夫人の皆

様、お誕生日おめでとう御座います。

3 �．先週開催の第12回理事会決議事項について、ご報

告申し上げます。

　①�先日、地区へ提出した地区補助金中間報告書の件

で橋本幸治社会奉仕担当理事から報告がありまし

た。このまま最終報告となりそうです。

　②�第 2 回献血活動の審議書の件で橋本幸治社会奉仕

担当理事から提案があり、承認されました。

　　�但し、コロナ禍継続の折、今回は日本赤十字から

の要請で［ビケンテクノ社員］と［ロータリーメ

ンバー］に限定するとのことです。

　③�4 月度例会プログラムの件が橋本芳信プログラム

委員長から提案があり、承認されました。

　④�2021－22年度�春の家族例会の計画書及び予算書
（その 1）の件で福原親睦活動委員長から提案が
あり、アトラクションの件で次回理事会再審議と
なりました。

　⑤�協議事項として熊本中央RCとの友好クラブ締結
実行委員会委員長の橋本徹也パスト会長から、 5
月20日（木）の昼12時ごろの新大阪発の新幹線で現
地へ代表団派遣考えており、その日の夕方18時30
分からの熊本中央RCの例会で調印式を行いたい
と報告がありました。

　⑥�橋本芳信次年度幹事から次回の理事会で正式要請
するが、そろそろ申し送り書の作成を今年度各理
事並びに各委員長にお願いしたい旨の報告があり
ました。各委員長の皆様、ご準備を宜しくお願い
申し上げます。

　⑦最後に、次回開催は、 3月28日（第13回）です。
4 �．地区より吉川秀隆ガバナーのお名前で、2022年 3
月「ウクライナ危機」緊急人道支援金ご協力のお願
いが届いております。国際ロータリーは 2月25日に
本件に関する声明を発表し、「国際ロータリーは、
救援物資や支援を提供し、ウクライナ地域に平和を
もたらすために全力を尽くします。」と述べたそう
です。
　�　募金箱を回しますので、皆様ご協力の程、宜しく
お願い申し上げます。
　→¥35,000、ご協力頂きました。有難う御座います。
5 �．米山記念奨学会から2021学年度カウンセラー感謝
状が届いております。
　�　今年度の近藤委員長は本日、Web参加です。次
週に繰り越します。
6 �．2021～2022年度国際ロータリー第2660地区春の
RYLAセミナーが�2022年 5 月 3 日（火・祝）・ 4 日
（水・祝）・ 5 日（木・祝）に大阪府立青少年海洋セン
ターで開催されます。ホストクラブは大阪西ロータ
リークラブです。
　�　参加希望の会員様は 3月31日までにお申し出下さ
い。宜しくお願い致します。
7． 4月度例会プログラムをBOXに入れました。
8 �． 3 月10日（木）事務局がお休みです。ご連絡は幹事
の木下までお願い致します。
9 �．最後に、来週 3 月21日は春分の日のため休会で
す。お間違いの無いようよろしくお願い致します。



出席報告	 出席委員会　本田委員長

●会　員　数　42名　

　出席会員数　33名（内Web出席　 5名）

●来　　　客　 1名　　本日の出席率　94.29％

●�※コロナ禍によるメーキャップ規定により 2月21日

の出席率は100％

お誕生日のお祝い	

国際奉仕委員会	 木田副委員長

ZoomによるCWP冷却装置付き浄水器贈呈式を 2月

21日（16時30分～17時30分）に行いました。

司会兼通訳をアリサラ氏にしていただき、寄贈先の

ノンワン学校長 ブッチーチャイ・スワントライ校

長、NPRCのカンチャナ・ダンマ・ヨーキン会長挨拶

に続き、当クラブの杦本会長の挨拶からの目録授与を

行いました。ノンワン学校の生徒による感謝の舞踊を

していただき観覧しました。最後は、浄水器披露をし

ていただき終了しました。

モニター越しでしたが、ナコンパノムRCメンバー

との再度、つながりが出来、 2年越しに会えてはいま

せんでしたが、両クラブのメンバー同士の顔を見るこ

とが出来、お互いを懐かしみ合いました。また、ナコ

ンパノムへ行ったことのないメンバーにおいては、雰

囲気をわかっていただけたのは良かったと思います。

参加者は、杦本会長、木下幹事、青木パスト会長、

橋本（徹）パスト会長、由上パスト会長、瓜生会員、

榎原会員、坂本会員、清水（良）会員、塚脇会員、仁科

会員、西村会員、橋本（幸）会員、橋本（芳）会員、木田

会員でした。

ロータリー財団委員会
	 国際奉仕委員会　木田副委員長

伊井パスト会長より、ベネファクターの特別寄付を
いただきました。ご協力ありがとうございました。

社会奉仕委員会	 橋本（幸）委員長

まずは報告です。 3月 1日クリーンデーがありまし
た。当日はJ：COMのカメラも取材に来ていました。
当クラブの参加者は、紙谷さん、河邊さん、木下さ
ん、塚脇さん、橋本徹也さん、堀さん、橋本幸治の 7
人でした。ありがとうございました。続いてご案内で
す。 3月24日木曜日に献血活動を行います。今回もま
た梶山パスト会長のビケンテクノ様をお借りして朝 9
時から16時までの予定です。是非ご参加をお待ちして
います。

青少年奉仕委員会	 瀬川委員長

青少年奉仕委員会の炉辺談話を 3月25日（金）18時か
ら新大阪江坂東急REIホテルにて行います。ご参加を
お待ちしています。

��

ご結婚のお祝い　 3月

�

杦本会員夫妻
家村会員夫妻
西村会員夫妻
髙木会員夫妻

瀧川会員夫妻
榎原会員夫妻
河邊会員夫妻

�



ニコニコ箱	 清水（大）SAA

●井伊パスト会長　誕生日のお祝いありがとうござい
ました。
●橋本（徹）パスト会長　 3月も皆様ニコニコよろしく
お願い致します。
●清水（大）会員　久しぶりの会場参加です。少し入院
しており無事退院しました。
●長屋会員　いよいよ春ですね。
●橋本（芳）会員　誕生日祝いありがとうございました。
●橋本（幸）会員　吹田RAC会長 龍太郎君、卓話よろ
しくお願いします。
●坂本会員　 1日も早い平和祈ります。
●瀬川会員　本日は青少年奉仕卓話、クリストファー
様よろしくお願いします。
●島倉会員　誕生日のお祝いありがとうございました。

　　　　　　　　本日のニコニコ箱� 27,000円
　　　　　　　　累計のニコニコ箱� 866,000円
　　　　　　　　累計のニコニコB� 11,000円

ローターアクトクラブの歴史と活動の概要
　吹田ローターアクトクラブ会長
� グラインドスタッフ クリストファー 龍太郎�様

はじめまして、吹田ローターアクトクラブの2021年
～2022年度会長を務めます、グラインドスタッフ ク
リストファー 龍太郎と申します。この度は「ロー
ターアクトクラブの歴史と活動の概要」について卓話
をさせて頂く機会を頂戴し、誠にありがとうございま
す。
私個人は2017年10月に吹田ローターアクトクラブに
入会し、就職のため2018年 4 月に一度退会し、2020年
の冬に再入会し、計 3年ほど活動させて頂いておりま
す。
今日は私が 3年の間に見てきた「ローターアクトク
ラブ」の姿を伝えさせて頂きたいと思います。
短い間ですが、何卒よろしくお願いいたします。
また、頂いている30分の時間のうちの10分ほどはお
時間を作れれば、御質問等あれば、そちらの回答に使
わせて頂きます。

①ローターアクトクラブの誕生と歴史について
ローターアクトクラブ自体は1968年にアメリカ・

卓　　　話

ノースカロライナ州にて誕生しました。
当時のロータリー会員は大学生やインターアクトの
年齢制限を迎えた若い人たちがロータリーで活躍でき
る場を模索していました。
その答えが「地元のロータリークラブによって提唱
される17～25歳の男女のための奉仕プログラム」とし
てのローターアクトでした。
ちなみに年齢条件はその後変更になりました、2019
年までは18～30歳、2020年からはクラブによっては18
歳以上が対象で上限はございません。
アメリカ・ノースカロライナ州のシャーロット・
ノース・ロータリークラブの会員が地元大学の学生と
協力し、ローターアクトクラブのスポンサーとなり、
1968年 3 月13日、初のローターアクトクラブがノース
カロライナ大学チャペルヒル校に設立されました。
その後の数週間で多くのローターアクトクラブが米
国、メキシコ、イタリア、インドで立ち上げられ、 1
年後には25の国や地域に200を超えるローターアクト
クラブができました。
そして日本では同じく1968年に埼玉県の国際商科大
学ローターアクトクラブ（現：川越ローターアクトク
ラブ）が川越ロータリークラブの提唱により発会しま
した。
この現：川越ローターアクトクラブが日本の最初の
ローターアクトクラブです。

②吹田ローターアクトクラブの概要について
次は簡単に吹田ローターアクトクラブの概要につい
てお伝えいたします。
現：川越ローターアクトクラブの発足後日本国内で
もローターアクトクラブの発足は増え続けていき、大
阪北エリアの第2660地区だけでも現在25クラブが設立
され、私たち吹田ローターアクトクラブは1986年 6 月
にサニーストンホテルにて発会いたしました。
基本的には第一火曜日・第三火曜日にてサニースト
ンホテル、もしくはオンラインでZoomを使用して夜
の時間帯にて例会を開催しております。

③（吹田）ローターアクトクラブの目的、主な活動内容
ローターアクトの目的は、青年男女が個々の能力の
開発にあたって役立つ知識や技能を高め、地域社会に
おける物質的、社会的なニーズと取り組み、【親睦と
奉仕活動を通じて全世界の人々の間により良い信頼関



係を推進するための機会を提供する事】。
そのための活動として【専門知識開発】、【クラブ奉
仕】、【国際奉仕】、【社会奉仕】を 4つの柱として活動
しております。
それぞれの委員会について説明いたします。ただ、
説明する内容を全てのクラブが実施している訳では無
く、あくまで主流な内容です。

【クラブ奉仕委員会】
ローターアクトクラブ発展促進の為、会員増強や会
員の指導力を養う委員会。またクラブ内や一般参加者
を交えての親睦を行なう委員会です。（例：クリスマ
ス・ボウリング・バーベキュー例会等々）

【専門能力開発委員会】
各会員の持っている知識や技能をお互いに学習した
り、専門講師を招いて勉強会を企画する等会員の専門
的、職業的な能力を伸ばす機会を作ります。（例：時
事問題に関する勉強会・マナー講座等々）

【国際奉仕委員会】
世界各地についての知識や理解を深め、国際社会に
広く貢献できる活動を行なう。
また、世界の人たちとの交流により友情を深めなが
ら、奉仕活動や異文化体験を行います。
（例：海外のローターアクトクラブとの交流・貧困
地域の募金や支援等々）

【社会奉仕委員会】
地域社会のニーズに答え、社会奉仕プロジェクトを
実行したり地域社会についての知識や理解を深める活
動を行います。（例：清掃活動・養護施設・老人ホー
ム・障害者センターの訪問・東北支援事業）

以上が、 4つの奉仕委員会についての概要です。
吹田ローターアクトクラブ自体の過去の活動実績に
関しても説明いたします。

【クラブ奉仕委員会】
毎年 1月に大阪北ローターアクトクラブと親睦を深
めるために梅田にてボウリング大会を行います。ま
た、今年度は特別に秋に関西大学ローターアクトクラ
ブ、新大阪ローターアクトクラブの 3クラブ合同で万

博記念公園でのBBQの合同例会を行いました。

【専門能力開発委員会】
専門能力開発委員会では主にメンバーの専門分野の
知識を共有したり、場合によってはクラブ活動費を使
用して外部から卓話講師を依頼しました。
私個人もYouTuberとして活躍されている方や、
NPO法人フードバンク横浜の代表を務められている
方にそれぞれの専門分野について依頼して卓話頂きま
した。
また、他のクラブでは「ローターアクトクラブ会員
の節約術」という節約をする方法を共有する例会も行
われていたみたいです。

【国際奉仕委員会】
ここ数年活動できておりませんが、コロナ禍前は台
湾の文山ローターアクトクラブと交流があり、日本に
来ていただいた際には日本の観光地を案内し、こちら
からあちらに移動した際には台湾を案内頂いたようで
す（私は当時所属しておりませんでした）。

【社会奉仕委員会】
社会奉仕委員会に関しては吹田市内の小学校のバ
ザーの運営の手伝いボランティアを行ったり、コロナ
前は毎年冬に行われる万博吹田カメの子マラソン大会
に大会を盛り上げる追加メンバーとして吹田ローター
アクトクラブのチームが送られていました。
他にもクリーンハイクや赤十字の献血の協力等行い
ます。

上記委員会活動以外には年に 4回ほど一年の活動を
振り返る年次大会や、地区単位で献血を行う地区献血
等の地区単位の行事も行われます。
そういった地区行事に参加することによって地区単
位、全国単位でローターアクトクラブの人脈を広げた
りもします。
以上がローターアクトクラブの概要、吹田ローター
アクトクラブの主な活動内容、活動実績でございます。
コロナを経て活動し辛くなっている現実もあります
が、これからもローターアクトクラブの存続する限
り、地域貢献を続けます。
ご清聴、ありがとうございました。



奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

理事

会　　　長 伊　藤　泰　充 幹　　　事 橋　本　芳　信
直�前�会�長 杦　本　日出夫 第一副幹事 坂　本　一　成
会長エレクト 阿　部　吉　秀 第二副幹事 清　水　良　寛
副　会　長 紙　谷　幸　弘 会　　　計 清　水　良　寛
会�計�監�事 由　上　時　善 副　会　計 瀬　川　　　昇

クラブ奉仕担当理事 榎　原　一　滋 副　会　計 荻　田　倫　也
職業奉仕担当理事 清　水　大　吾 会場監督（S.A.A.） 荻　田　倫　也
社会奉仕担当理事 近　藤　　　亘

副 S. A. A. 青木　建雄・坂口　道倫
井伊�圭一郎国際奉仕担当理事 仁　科　直　樹

青少年奉仕担当理事 福　原　　　斉

委員会名 委員長 副委員長 委員
クラブ奉仕 榎　原　一　滋 田　中　慶　一 本　田　智　敎
出　　　席 島　倉　　　勝 村　井　正　雄 由　上　時　善
クラブ会報 瓜　生　晴　彦 塚　脇　　　洋 瀬　川　　　昇

親�睦�活�動 木　田　昌　宏 本　田　智　敎 島倉　　勝・佐々木博史
瓜生　晴彦

会�員�増�強 坂　本　一　成 橋　本　徹　也 瀧　川　紀　征
プログラム 木　下　基　司 堀　　　　　豊 梶　山　高　志
記録・IT（広報） 堀　　　　　豊 島　倉　　　勝 佐々木　博　史

Web会議推進委員会 木　下　基　司 堀　　　　　豊 橋　本　芳　信
クラブ研修・規定情報 橋　本　徹　也 井　伊　圭一郎 長　屋　　　興

音　　　楽 西　村　元　秀 青　木　建　雄 新　井　　　清
職�業�奉�仕 清　水　大　吾 坂　口　道　倫 尾　家　　　亮

社会奉仕（環境保全） 近　藤　　　亘 橋　本　幸　治 家　村　武　志
国�際�奉�仕
（プロジェクト） 仁　科　直　樹 坂　本　一　成 木田　昌宏・小林　　哲
ロータリー財団 長　屋　　　興 西　村　元　秀 河　邊　哲　郎
青少年奉仕 福　原　　　斉 橋　本　幸　治 佐　藤　原　二
米山記念奨学会 瀬　川　　　昇 佐　藤　原　二 村　井　正　雄
青少年交換 佐　藤　原　二 石　﨑　克　弘 小　川　　　勉

地区出向者
国際・社会奉仕委員会 坂本　一成・近藤　　亘
ロータリー財団委員会資金管理小委員会 清　水　良　寛
ガバナー補佐エレクト 井　伊　圭一郎

＊また、50周年に向けクラブ戦略計画委員会を策定し、今年度は理事会がそれを兼務する。

2022～2023年度 理事・役員及び委員会組織表


