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2013年12月11日

（第2560回）

2013年12月18日

（第2561回）

前回例会（2559回）12/04の主な内容

20

※ 年次総会

※「五大奉仕中間報告」

各奉仕委員長

担当：会長・幹事委員会

1、潮騒のメモリー 2、心の愛、3、世界に一つだけの花

3212月04日

11月20日

例会日 出席 欠席 出席率

80.00%【会員42名】

メークアップ3名 （87.50％）

10
（内免除者

2名）

35
（内免除者

2名）

「 調 整 中 」

担当：ロータリー情報委員会

本日のピアノ演奏

家 族 月 間

◇◇◇委員会報告◇◇◇

親睦活動委員会 （井上副委員長）

クリスマス家族親睦会のご案内

日時：12月21日（土）18：00～21：00

場所：ホテル・アゴーラ大阪守口

２Ｆ「ロイヤルプリンセス」

会費：会員＝15,000円

家族＝ 8,000円

（ご寄付宜しくお願い致します。）

◎ 幹事報告 正木 一光
1、フィリピン台風災害支援義援金のお願い。

2、12月11日（水）は年次総会です。是非ご出席をお願

い致します。

3、守口更生保護女性会よりお茶券購入の依頼。

石井 会員 さあ、年末多忙のシーズン到来、

お互いに元気で越年しましょう。

内藤 会員 お誕生日祝いありがとうございます。

菊田 会員 石橋会員、先日は大変お世話になりました。

12／04 誕生・ニコニコBOX 501,000円

◎ゲスト紹介
劉 春倩様 （守口ＲＡＣ）
Amadeus Frazier君（青少年交換留学生）

◎お誕生日お祝い

石山芳和会員、市橋智昭会員、内藤光昭会員
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ン
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ン
グ
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卓 話◎ 会長の時間 会 長 菊田 芳

海外研修の概要
２-１.目的・訪問先(2013-2014年度)

目的

１．国際ロータリー第3410地区・3400地区のローターア

クトとの交流。

２．現地ローターアクトとの共同奉仕活動。

３．研修参加者が和やかで友好的な雰囲気をもち、安全

で秩序ある団体行動を続ける為に、研修プログラムを

精力的なかつ主体的なに消化し、参加者全員が有意義

な海外体験を積み、今後における国際奉仕活動の学習

を行う。

訪問先

国際ロータリー第3410地区 インドネシア共和国

ジョクジャカルタ

国際ロータリー第3400地区 インドネシア共和国

バリ島
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海外研修の概要
1-２.スケジュール(2013-2014年度)

スケジュール

【日程】

2013年11月1日(金)～2013年11月5日(火)

一年が経つのは早いものでもう１２月です。私の年度
も折り返し点になりました。今月は家族月間です。１９
９５～９６年度ハーバード・ブラウン会長は、世界平和
は地域、家族から始まるとの考えを表明されました。そ
して１９９５年１１月のＲ．Ｉ．理事会に於いて、２月
の第２週を「家族週間」と指定することになりましたが
、２００３年７月の同理事会において、２００３～０４
年度ジョナサン・マジィアベ会長が家族の重要性を主眼
にしたことを称え、１２月を「家族月間」と指定しまし
た。これに伴って２月の「家族週間は廃止されました。
そしてこの２１日には親睦活動委員会最大のイベントで
ある「クリスマス家庭集会」が催されます。既に皆様の
お手元に案内状が届いていると思いますので多数のご参
加をお願いします。

さて、今日の絵は「河太郎（がたろ）」です。肌寒い
ような日にも干潮ともなると、大阪名物の河川や溝渠の
中で明治の中期頃から大きな篩い笊（ふるいざる）で川
底から竹の長柄の付いたかき寄せ鍬で土砂交じりの泥土
を掬い上げ、笊の中で水洗いしながら選別して金属屑や
硝子の破片等の有価物（当時は硝子も貴重品でした）を
拾い集めている男を「河太郎（がたろ）」と云いました
。大阪では河童のことを「がたろ」と云いました。半身
を水に沈めている姿が河童に似ているからこの名が起こ
ったと思います。たまには貴金属やガマ口や眼鏡等の拾
得物もあって相当な利益もあるので大阪長町の一画に河
太郎長屋と云って十数人も居住していたこともありまし
た。空堀にも河太郎長屋があったそうです。昭和初め頃
から大掛かりな機械力で川底清掃が行われるようになっ
て自然にその姿も見られなくなりました。

大阪シャレ言葉

「どめきのヒキズリで、薄なってる」

用例

「あんさんの頭、まるで、ぞめきのヒンズリやな」

意味

「あんたの頭、薄くなってるな」

ぞめき＝郭のひやかし客のこと

ヒンズリ＝日和下駄のこと

（～次ページに続く～）

「ローターアクト海外研修報告」

守口ローターアクトクラブ会員
劉 春倩 様



（～卓話、前ページからの続き～）
海外研修の詳細
３-４.活動内容

【日程】

2013年11月1日(金)

08:30  関西空港 結団式

11:00 関空～デンパサール(7時間10分) 16:50着

19:25    デンパサール～ジョグジャカルタ(1時間20分) 
19:45着

21:30    夕食 インドネシア料理

23:00    ホテルチェックイン

【日程】

2013年11月2日(土)

09:00～11:00  ボロブドゥール 観光＆奉仕活動

（クリーンハイク）

11:00～12:30 地元の高校へ訪問

（植木＆伝統的な音楽鑑賞＆お菓子試食）

12:30～14:00  昼食

14:30～17:30  プランバナン寺院 観光＆奉仕活動

（クリーンハイク）

20:00～22:30  夕食 バナーとバッジ及び手土産交換

＆懇親会

【日程】

2013年11月3日(日)

09:00～12:00  自由時間

12:00～13:30  昼食

15:55～18:15  ジョグジャカルタ～デンパサール

(1時間20分)

20:30～23:00  夕食 バナーとバッジ及び手土産交換

＆懇親会

【日程】

2013年11月4日(月)～5日(火)

08:00～12:30  奉仕活動（亀の保護）

＆ウォータースポーツ

12:30～13:30  昼食

15:00～19:00  ウルワツ 観光＆バリダンス

20:00～21:00  夕食（シーフード料理）

21:20～22:00 ギフトショップ

00:30～08:30  デンパサール～関空(6時間40分)

４．海外研修の成果

成果

クリーンハイク＆植木＆亀保護の奉仕活動

国際ロータリー第3400地区のローターアクトとの交流

国際ロータリー第3410地区のローターアクトとの交流

国際ロータリー第2660地区のローターアクトとの交流

個人感想

・インドネシアの現地の友達が出来て、嬉しかったで

す。日本に戻ってきてラインやフェスブックで連絡を

取っていて今後も友情を深めていきたいと思います。

・海外研修を通して日本ローターアクトクラブのメン

バの友達も出来て本当によかったと思います。これか

らも仲良くやっていきたいです。

・異文化に触れて色々な方と出会って、自分自身も

少し成長したと感じました。

【フライトスケジュール】

11/1 11:00発 関空～デンパサール(7時間10分) 

16:50着

11/1 19:25発 デンパサール～ジョグジャカルタ

(1時間20分) 19:45着

11/3 15:55発 ジョグジャカルタ～デンパサール

(1時間20分) 18:15着

11/5 00:35発 デンパサール～関空(6時間40分) 

08:30着

【ホテル】

☆ジョグジャカルタ： メリアプロサニ

☆バリ島： ラマダビンタンバリ リゾート＆スパ

３．海外研修の詳細
３-１.インドネシアの基礎知識

国名： インドネシア共和国

首都： ジャカルタ

面積： 約190万km² （世界 15位）

(1万8000からの島で形成され、アジアで唯一赤道

が通過している国) 

人口： 約2億3千万(平均年齢29.5歳、24歳以下

43.7%) （世界 4位）

人種： マレー系(約300民族)

言語： インドネシア語(他に583以上の言葉)

(日常で話す人は3000万人程度、第2言語として

話せる人の数が多い)

宗教： イスラム教(1億7千万人超)

気温： 年間平均約28度

※東西に長い国なので、西部、中部、東部と三つの

時間帯がある。

３．海外研修の詳細
３-２.ジョグジャカルタ特別州

州都： ジョグジャカルタ市

(インドネシアの中で唯一、王の存続が正式に

認められている特別州)

面積： 約3185km² 

人口： 約344万

観光： ボロブドゥール(世界最大級の仏教遺跡)

ブランバナン寺院(インドネシア最大級)

クラトン(王宮)

※手工芸品が豊富で安いため、お土産選びも楽しい

バリ島よりももっとのんびりしているところ

３．海外研修の詳細
３-３.バリ州

州都： デンパサール

「北（デン）の市場（パサール）」という意味

面積： 約5633km² (東京都の約2.5倍)

人口： 約350万

言語： インドネシア語、バリ語

※バリ人ってどんな人？

・とってもフレンドリー！・お祭り騒ぎが大好き！

・ゲシン 見栄っ張り、・ディダアパアパ大丈夫



（～卓話、前ページからの続き～）
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