
2017~18 RIテーマ

2018年05月16日（水）

（第2758回）

2018年05月23日（水）

（第2759回）

前回例会（2757回）5/9の主な内容

36

本日のピアノ演奏

１、シャレード 2、やさしさに包まれたなら 3、男と女

例会日 出席（名） 欠席（名） 出席率

05月9日
（内免除者

2名）30 14 71.43%【会員44名】

メークアップ3名（73.81％）04月18日 （内免除者
2名）31

「 会員増強のすすめ 」

竹嶋 修一郎 会員

担当：会員増強委員会

青 少 年 奉 仕 月 間

「 農作物栽培のはじまり 」

他谷 勝 会員

担当：広報雑誌・会報委員会

◎幹事報告（幹事 井上智裕）

１、5月の国際ロータリーレートは、

1＄＝108円です。

２、フレッシュロータリアン研修会・

懇親会に出席される方は宜しくお願い

します。

日時：5月12日（土）17：30～

場所：ホテル・アゴーラ大阪守口6F

３、守口だんじり祭りのカレンダー

ご入用の方は事務局迄

開催日時：5月13日（日）10：00～

場 所：トークティ守口

◎ゲストご紹介
2018～2020年米山奨学生
ホーファー・ファビエン様

◎お誕生日お祝い
中島 警子会員・村田 有司会員・博多 尚文会員・黒川 佳典会員



石井 会員 春の叙勲で瑞宝双光章を受賞された岡本

会員に祝意を表して。

大野 会員 米山奨学生ファビ様をお迎えして。

5月12日（土）フレッシュロータリアン

研修交流会に多数の御参加を頂きます事

に感謝申し上げます。

松本かおり会員 ファビさんご出席有難うございます。

佐治 会員 例会欠席のお詫び。

中道 会員 4月25日途中退席のお詫び。

5／9誕生・ニコニコBOX 1,109,000円

◎会長の時間 （ 会長 大野 智子 ）

皆様今日は、連休が続き暫くでしたが、お変わりござい
ませんでしたか。

今月のテーマの青少年奉仕月間についてお話をさせて頂
きます。

5月は若い人々の育成を支援する、全てのロータリー活動
に当たる青少年奉仕月間です。 私達ロータリアンの責任
は、未来を託す、年齢30歳までの若い人、すべてを含む青
少年の多様な、ニーズを認識しつつ、よりよき未来を、確
実なものにする為に、スキルと人格を養いながら、リーダ
ーシップ、国際理解、世界平和、そして高い倫理観と奉仕
でロータリーの価値観と奉仕で学ぶ機会を提供することで
す。

また，ＲＩ地区では青少年の基本的ニーズ、すなわち健
康、人間の価値、教育、自己開発を支援するプロジェクト
に着手するよう要請されています。

ＲＩ常設プログラムには、
◎インターアクト

（12歳～18歳までの青少年を支援する、ＲＩの奉仕
プログラムです。）

◎ローターアクト
（18歳～30歳までの青年男女を提唱する、ＲＩの

奉仕プログラムです。）
◎ＲＹＬＡ
（14歳～30歳までの若者を対象の指導者養成プログラム）
◎青少年交換

（最長1年母国以外の国で、ホストファミリーと生活
を共にして、学校へ通う交換プログラムです。）

別に、米山記念奨学会があります。

この様にロータリーの様々なプログラムに多数の青少年
が参加しています。

私達ロータリアンは自ら、行動を起こして、積極的に関
与し、未来を担う青少年にもっともっと積極的に参加頂き
将来日本の社会や世界各国で活躍する人材を育てる必要が
あるのではないでしょうか。

◇◇◇委員会報告◇◇◇

◎親睦活動委員会 （中道委員長）

炉辺（家庭集会）のご案内

日 時：5月23日（水）18：30～

場 所：ホテル・アゴーラ大阪守口

6ｆ 「FORUM」

参加費：4,000円

◎米山奨学委員会 （水谷委員長）

米山奨学生（ファビさんへの対応のお願い）

◇◇◇第11回理事会だより◇◇◇
日時：5月9日（水）13：40～

場所：5F「事務局」出席：11名

議題：米山奨学生ファビさんの例会出席費用に

ついて

・㈱エフエムもりぐち開局25周年記念日企画

（FM－HANAKOハッピースポット）のお願い



卓 話

皆さん、こんにちは。これから二年間お世話
になります、ホーファー・ファビエンです。

私はスイスの北部に位置しているチューリッ
ヒ市の出身です。チューリッヒは、中心にある
四つの教会、街を流れている川、チューリッヒ
湖とアルプスの景色で有名です。アルプスとい
えば、皆さんは宮崎駿のアニメ「アルプスの少
女ハイジ」でよくご存知であるような景色を思
い浮かべるもしれません。ハイジのアニメのほ
か、国旗、地理と文化などの側面が持つ共通点
も私たちの国における架け橋となります。

私はジュネーブ大学で日本学と中国学を勉強
し、両方の言語を生かすことができる台湾の歴
史を専攻として選びました。2015年にジュネー
ブ大学で東アジア学の修士号を取得した後、台
湾で1年半にわたってドイツ語の教師として働
いておりました。その際に、台湾の社会により
一層馴染むことができました。綺綺

現在、大阪大学でヨーロッパ、日本と中国の
台湾原住民の認識について研究しております。
研究でもロータリーの活動でも宮崎駿のアニメ
のような文化を結ぶ架け橋になりたいと思って
おりますので、何卒よろしくお願い致します。

開催日：平成29年11月18日10時～12時
場 所：守口市立生涯学習センター
主 催：守口市中学生スピーチコンテスト実行委員会
主管 守口市PTA協議会

守口市PTA協議会OB昭平会
守口地区保護司会
守口市立学校長会

（公財）守口市国際交流協会
守口ロータリークラブ

発表者

1.相手の立場にたって 第一中学校 2年 武田依央梨
2.楽しい海と環境破壊 大久保中学校 2年 木村 元葵
3.私にとって仲間とは 錦中学校 2年 仲地 亜夢
4.空手から学んだこと 梶中学校 2年 峯元 紗綺
5.時間 大阪国際大和田中学校 2年 勝山 千鶴
6.「幸せ」の定義 樟風中学校 2年 栗原 桃寧
7.中二が考える集団行動とは 庭窪中学校 2年 岩橋 燦司
8.自分を見つめて 八雲中学校 2年 佐々木優里菜
9.努力の先には さつき学園 8年 増井 心音

10.進化していく社会と日本の課題 錦中学校 3年 西野 陽菜
11.野球への想い 八雲中学校 3年 重留 壮真
12.世界に一つだけの色 梶中学校 3年 山田 葵
13.今ここに立つ理由 大久保中学校 3年 原口 結衣
14.自分の生き方 さつき学園 9年 岡村 太軌
15.感謝するということ 大阪国際大和田中学校 3年 塩見 文音
16.人は偏見を持っている 庭久保中学校 3年 中 希夢
17.私にできること 樟風中学校 3年 池田万緑里
18.世間の偏見 第一中学校 3年 向井 蓮

ゲストスピーチ

1.初めての学校 さつき学園夜間中学校 9年 金 朝子
2.いつも夢といっしょに 国際交流協会日本語学習者

（ベトナム） Nguyen Thi Kim Hue
3.私の心を豊かにしてくれる国 国際交流協会日本語学習者

（台 湾） 林 淑嫺

➀「 自己紹介 」
米山奨学生
ホーファー・ファビエンさん

②「 守口市中学生
スピーチコンテストＤＶＤ放映 」

担当＝ 橋本 泰明 会員


