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第 2111 回例会  平成 31 年 3 月 9 日（月曜日）第 22 号  

 
本日の例会 ３月９日（土）     第１例会 

ＩＭ第４組 ロータリーデー（ホスト：大阪なにわ） 

ス イ ス ホ テ ル 南 海 大 阪 

移動例会 12：30～ スイスホテル１Ｆ「花暦」 

開会：１３時３０分 閉会１６時３０分 

次回の例会 ３月１１日（土）   第２例会 

● 卓  話 

 

● ゲストスピーカー 

 

● 担  当 

『未来のエネルギーへの 

取組みについて』 

元 三菱重工業株式会社  

神戸造船所長 河野 文紀様 

佐藤 三千秋会員 

● 本日の献立 おまかせ御膳 

前回の例会 ２月２５日（月）   第３例会 

 

会長挨拶   東大阪中央ＲＣ会長 金子 勝信 

皆さんこんにちは。 

 本日は２月最後の例会です。今朝の天気予報では

気温も３月中旬から４月上旬の気温の高さという

ことで、春ももうそこまで来ているようですが、そ

ろそろ花粉症の時期にも入ってきており、私事です

がくしゃみがとまりません。 

さて、次週３月４日は休会となっており、３月

９日はＩＭ４組のロータリーデーです。本年度の

ＲＩ会長バリー・ラシン会長は、ロータリーデー

について、会員を増やし、ロータリーの重要な活

動を多くの人に知ってもらうため、楽しくて情報

豊かな「ロータリーデー」を開催するように全世

界のクラブ地区に呼びかけています。ロータリー

デーのイベントは、ロータリアンが地元地域で存

在を高め、長期的なパートナーシップを構築し、

入会への関心とロータリーの公共イメージを高め

る機会となると述べています。 

今回のロータリーデーは、なにわ南さんがホスト

として、防災をテーマに様々なイベントを企画され

ております。ＩＭ４組も再編され１４組となっての

初めてのロータリーデーですので、皆様どうぞご参

加いただきます様宜しくお願いいたします。後ほど

尾埼幹事から詳細なご説明があると思います。 

 この後、卓話の時間を利用して、バズセッショ

ンを行います。藤原研修委員長どうぞ宜しくお願

いいたします。 

幹事報告           幹事 尾崎 元  

1.次週３月４日（月）はＩＭロータリーデーの振

替休会となっておりますので、お間違えの無い

ようお願い致します。 

2.３月９日に開催されますＩＭ第４組ロータリー

デーは南海難波駅の上にありますスイスホテル

南海大阪で開催されます。本日ポストに当日の

移動例会、ＩＭロータリーデーの詳細及び、当

日は「日本橋ストリートフェスタ 2019」でナン

バ、日本橋方面が通行禁止になりますので、交

通規制区域のチラシを配布しております。 

ご確認を宜しくお願い致します。 

出 席 報 告          小川 委員長 

本日の会員数 １８名 

本日の出席者数 ８名 

本日の出席規定適用免除会員 ８名 

本日の出席率 ６６．６７％ 

２月４日の修正出席率  ７９．９９％ 
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BE THE INSPIRATION 
インスピレーションになろう 

2018～2019 年度 国際ロ タリ 会長 バリー・ラシン
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ニコニコ箱報告       ＳＡＡ 岩橋 竜介 

金子会長 シンシンさん、ようこそお越し下さい

ました。また、台湾でのガイド本当に

感謝しています。 

藤原会員 先週は夜例会と思って来ましたが、誰

もいませんでした。 

？？？未だボケているとは、思ってい

ません、 

百済会員 例会欠席のお詫び。 

浅野会員 例会欠席のお詫び 

岩﨑会員 例会欠席のお詫び 

ニコニコ箱報告       ＳＡＡ 岩橋 竜介 

クラブ研修委員会 藤原英夫 

今回のバズセッションのテーマは、I serve，We 

serve,についてであります。 

本来ロータリアンはそれぞれの職業奉仕のスペシ

ャリストであり個人に敬意を表し尊重しあう集ま

りであります。 

年齢差も企業の大小も、その他の事も平等であ

ります。それゆえ活動の基本は I serve であり超

我の奉仕を目指すところであります。 

しかしながら世界的な伝染病や大災害が起こる

昨今、I serve に固執することがベストかどうか

考えさせられる所であります。We serve の考え

方も取り入れる必要があるのでしょうか？ 

We serve に走ると奉仕行為がただの寄付行為に

なっていくとの考えもあるようですが。 

私が献血活動を始めたとき古参のメンバーからこ

れは他人の奉仕に頼るので We serve で、ロー

タリーに合わないと言われました。しかしわたし

は、他人の I serve が助長される結果となるので

悪い活動ではないと苦し紛れに進めましたが｡こ

れまたいかに？ 

時代の流れを考慮しながら意見交換お願いします 

【バズセッションの結果について】 

I  serve の集まりが We  serve と解釈し、これ

からも協力して奉仕しようと言う考えがまとまり

ました。 

『交換留学プログラム』 ガブリエル・バローズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【浴衣姿、決まってますね！】 

本日はゲイブの 16才の誕生日でした。学校の友

人や、ロータリークラブのインバウンド留学生など

来てくれてお祝いをしました。 

プレゼントは、少し季節は早すぎますが浴衣！ 

大変喜んでくれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『交換留学プログラム』   月例報告 岩橋映美 

ロータリー活動への参加状況 

今月の１１日と１２日

に来年度の派遣生のた

めのオリエンテーショ

ンに日本のことを紹介

するために参加してき

ました。人数はあまり

多くありませんでした

が、日本に興味を持っ

てくれた子や、第一希

望が日本の子もいたの

でうれしかったです。

月に一回しかほかの交

換学生と会えないので

たくさん話すことがで

きてとても楽しかった

です。 
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１４日には Canton NY Rotary Club と gdensburg 

Rotary Club のロータリアンの方たちと一緒に 

Frederic Remington Art Museum に行ってきまし

た。 Canton 出身のアーティストの方で、西部劇

みたいなのを

モチーフにし

た作品を作っ

ていたそうで

す。たくさん

の銅像や絵が

あってとても

面白かったで

す。 

学校生活 

雪が毎日のように降っていて昼から学校が始まっ

たり、休校になったりして 1月は授業が少なかった

です。授業はどの教科も慣れてきて、自分の意見を

伝えれるように少しなりました。クラブでは最近は

meet に向けて毎日練習をしています。２５日に初め

て meet に参加しました。その週は休校だったり雪

のせいで練習が中止になったりして１回しか練習で

きなかったので、なかなか納得いく結果ではありま

せんでしたが、生まれて初めてユニフォームを着て

試合に出れたのがうれしかったです。来月にもある

ので、もっと練

習して結果を

出したいと思

います。 

最近友達が増

えて、前より

たくさん話す

ようになりま

した。そのお

かげで少しず

つコミュニケ

ーション能力

も上がってき

た気がしてう

れしいです。 

家庭生活 

雪がたくさ

ん積もってい

たので家の裏

にある丘で、

そりすべりを

しました。多

分初めてそり

滑りをして、

ずっとしたか

ったスノーエ

ンジェルもつ

くれたので大満足です。スキーにも連れて行って

もらいました。難しいところはいつもはいかない

けれどせっかくだからと思ってチャレンジしまし

た。きっとスキーはうまくなったと思います。二

回リフトから落ちてしまったので、次からはもっ

と安全に行きたいです。そして今月はホストファ

ミリーを移動しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お世話になった Goldie Family】 

今のホストファミリーは教会で出会った家族で

とてもよくしてくださいます。ご飯もとてもおい

しくいっぱい食べてしまうので体重計に乗るのが

怖いです。 
学校以外の学習、文化体験、観光など 

私の住んでいるところには amish と呼ばれる

ドイツ系移民の方たちが多く住んでいます。自給

自足で生活し、馬車を使って移動し携帯電話など

電気製品などを使わずに生活しているそうです。

その人たちが作っている家具を売っているお店に

行ったりしました。とても魅力的なものが多く、

パイなどの手料理もとてもおいしかったです。ア

メリカのこの地域に来たからこそこういう人たち

の生活に触れれたのでとてもうれしいです。 

アメリカに来てからアイスホッケーを見ること

にはまったので選手と一緒に滑れる会みたいなの

に参加して選手と写真を撮ってもらいました。女

の人でもすごいスピードで走ってぶつかるので迫

力があってとてもかっこよかったです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
スノーエンジェルを作っているところ 
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『 奨学生レポート』   ﾉﾙｱｲﾝ ﾋﾞﾝﾃｨ ｱﾌﾞﾄﾞﾗｰ 

【これまでの奨学生の生活で得たものや、 

日本留学の成果などについて】 

 

私は、2018 年 3 月から 1 年間ロータリー米山奨

学生になりました。この機会を自分自身で得るこ

とができてとても嬉しいです。ロータリー米山奨

学生としては色々なことが学べ、新しい経験も作

ることができました。まず、私は全世界から多くの

友人を知り、他の国、彼らの習慣やライフスタイル

についてのような多くのことを共有するようにな

りました。全員が親切で、彼らと過ごす時間は本当

に楽しかったです。 

次に、ロータリアンの人たち特に自分のクラブ

のロータリアン達がとても優しいです。私は日本

語があまり上手じゃなくて、時々会話をよく理解

していないので、彼らは私のためにいつも詳細に

説明してもらいっています。私の人生にこれらの

人々を知ることができ、本当にラッキーだと感じ

ます。それだけではなく、私の日本語能力の向上に

役立ちます。この一年中に自分の日本語能力が少

しずつ上達したと思います。日本語を練習して、ク

ラブメンバーや他の奨学生と楽しんでもらえたこ

とに感謝しています。そして、例会のときも色々話

して新しい情報や学校で学べないことなど勉強に

なりました。大学での勉強だけでなく、多くの人と

話すことができ、知識を得ることができるのは本

当に良かったです。 

最後に、ロータリー米山奨学生として、新しい考

え方を持つ新しい人に向かって変化していると感

じます。今年を通して、私は自分自身について考え

るだけでなく、他の人についても考えるようにな

ったという、人生の新しい見方を得ました。日本に

留学することだけでなく、ロータリー米山奨学生

として日本に住んでいるだけで多くの人と出会

い、全世界を経験することができるので、生活に応

用するための多くのことを学ぶことができます。

本当に最高の一年でした。 
米山梅吉記念館訪問旅行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区から三島にある米山梅吉記念館を訪問する 

日帰り旅行に行ってきました。 

お天気も良く、新幹線から富士山も見えました。 

柿田川公園にも行き、柿田川は下から水が流れて

いてとてもキレイでした。ウナギも初めて食べま

したが美味しかったです。とっても楽しかった１

日でした。 

 

 

 

 

 

 

それから、木曜日に中間発表終わったばかりです。

ロータリー米山のおかげで無事に発表でき、優秀 

ポスター賞を頂きました。 

 

 


