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先週先週先週先週の例会報告の例会報告の例会報告の例会報告    

喜ばしいご報告があります。佐々木宏会員が、

永年お仕事に関する業界の役員をされていた実績

が評価され、このほど藍綬(らんじゅ)褒章を受賞

されました。本当に素晴らしいことと思います。

佐々木宏会員、誠におめでとうございます。 

次に当地区から、熊本・大分の震災支援の義援

金協力の依頼がきており、先日の例会終了後に臨

時理事会を開催し、協議した結果、会員から 1 万

円ずつ拠出いただき、その義援金を地区を通じて

被災地に送ることが決定し、本日から集めさせて

頂いております。 

今後なんらかのご縁やきっかけがあれば、当ク

ラブ独自の支援活動も行うことになるかもしれま

せん。どうか、その折には会員の皆様のご協力を

よろしくお願いいたします。 

紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させて紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させて紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させて紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させて
いただきました。必要な方は、幹事までお問合せいただきました。必要な方は、幹事までお問合せいただきました。必要な方は、幹事までお問合せいただきました。必要な方は、幹事までお問合せ
下さい。下さい。下さい。下さい。    

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2016 年 5 月 20 日 第 1590 回例会 
青少年奉仕月間 

◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム    ◎次◎次◎次◎次週週週週((((5555 月月月月 27272727 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢四つのテスト四つのテスト四つのテスト四つのテスト｣｣｣｣♪♪♪♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢IMIMIMIM 第第第第 7777 組共同プロジェクト『東南海地震に備組共同プロジェクト『東南海地震に備組共同プロジェクト『東南海地震に備組共同プロジェクト『東南海地震に備

えるえるえるえる    語り継ぐ津波～東日本大震災から学ぶ語り継ぐ津波～東日本大震災から学ぶ語り継ぐ津波～東日本大震災から学ぶ語り継ぐ津波～東日本大震災から学ぶ

もの～』に参加してもの～』に参加してもの～』に参加してもの～』に参加して」」」」    

中田中田中田中田    圭子会員圭子会員圭子会員圭子会員    

･次年度クラブ協議会（･次年度クラブ協議会（･次年度クラブ協議会（･次年度クラブ協議会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    フランシスコ・タレガ「アルハンブラの思い出」フランシスコ・タレガ「アルハンブラの思い出」フランシスコ・タレガ「アルハンブラの思い出」フランシスコ・タレガ「アルハンブラの思い出」    

2012012012015555－－－－2012012012016666 年度年度年度年度        

国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長    K.R.K.R.K.R.K.R.ラビンドランラビンドランラビンドランラビンドラン    

                    〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか        ２．みんなに公平か２．みんなに公平か２．みんなに公平か２．みんなに公平か        ３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか        ４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか    

Be a gift Be a gift Be a gift Be a gift to the worldto the worldto the worldto the world    

世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢我等の生業我等の生業我等の生業我等の生業｣｣｣｣♪♪♪♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢ヤムナボディローリングヤムナボディローリングヤムナボディローリングヤムナボディローリング(YBR)(YBR)(YBR)(YBR)」」」」    

中村中村中村中村    不二不二不二不二会員会員会員会員    

････新旧合同新旧合同新旧合同新旧合同理事会理事会理事会理事会（（（（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ベームベームベームベーム「「「「芝生の上のおどり芝生の上のおどり芝生の上のおどり芝生の上のおどり」」」」    

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    ――――    委員会委員会委員会委員会報告報告報告報告    ――――    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

・次週 20 日例会終了後、新旧合同理事会が開催

されますので、本年度次年度の理事役員の方は、

出席よろしくお願い致します。 

・活動報告書の用紙をポスティングしております

ので、担当委員長の方は 5 月 25 日までに提出

お願い致します。 

・青少年奉仕委員会・青少年奉仕委員会・青少年奉仕委員会・青少年奉仕委員会    
委員長委員長委員長委員長    中田中田中田中田    圭子圭子圭子圭子    

5 月 28 日開催の青少年奉仕委員会｢尼崎学園事

業｣参加お申し込みの皆様へ、本日、案内をポステ

ィングしております。 

会場は食事とマナー教室 三田ホテル  

集合：直接三田ホテルに行かれる方は 11：00 

 帝国ホテルに集合の方は 9：30 

食事が終わりましたら、尼崎学園に戻り演者に

よるマジックショーなど開催します。15：30解散

予定です。また、乗り合いで行かれる方など個別

に連絡します。 

・・・・次年度国際奉仕委員会次年度国際奉仕委員会次年度国際奉仕委員会次年度国際奉仕委員会    
委員長委員長委員長委員長    中田中田中田中田    圭子圭子圭子圭子    

台北百齢 RC 事業短期交換留学生受け入れ事業

につきまして、5月 12日に執り行われましたノミ

ニー理事会での承認事項についてご報告します。 

１、留学生は 3 名です：CHENG・WEI-HAO、

Wen-Chi Huang、LU TING-AN 

２、日程：7月 7日(木)～8月 5日(金) 

7月 7日(木)21：05関空着 

次年度会長Georgeさんと Albertさんが引率

で来られます。帰国便については未定  

３、学校 ヒューマンアカデミー㈱大阪校 

 大阪市中央区南船場 4丁目 3－2 

 日本語短期集中コース 



――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

 国内ビジター 6名   会 員 数  36名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除  10名  

 国内ゲスト  4名   会 員 出 席  18名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  8名 
<5 月 13 日の出席率 75.76％>  
Make up を含む 4/8 の出席率 92.00％ 

東大阪東 RC梶田あもん氏 

  ・・・お世話に成ります。 

大阪ネクスト RC藤間好太郎氏 

  ・・・本日、メイキャップです。よろしくお

願いいたします。 

中林・・・2週空いて久しぶりの例会です。 

辻村・・・北村さん、明日行けません。すいません。 

金髙・・・ひさしぶりです。 

北村・・・明日も晴れますように。 

村上・・・地震を心配します。 

中村(不)・おひさしぶりです！！ 

中野・・・お世話になります。 

中田・・・昨日、ノミニー理事会ありがとうござ

いました。卓話、メリーミーズ藤原様、

楽しみにしています。28日尼崎学園事

業、子供たちは楽しみにしているよう

です。ご参加お願いします！！ 

西尾・・・事業所創立記念日自祝。 

岡本・・・藤原さん、卓話よろしくお願いいたし

ます。佐藤さん、岡原さん、荒井さん、

ようこそいらっしゃいました。 

大蔭・・・今月の 10%倶楽部、なんと関サンと鹿野

サンがクリアー。おめでとうございま

す。(大蔭、中林、岡本、辻村がアウト

でした。) 

佐々木(宏)・藍綬褒章をいただきました。一昨日皇

居に行って参りました。 

関・・・・結婚記念日自祝。 

瀬尾・・・久しぶりの例会よろしくお願いします。 

末永・・・北村さん、明日おめでとうございます。 

多田・・・悪性リンパ腫、とりあえず全治しました。 

田中・・・お久しぶりです。 

青少年奉仕委員会担当卓話青少年奉仕委員会担当卓話青少年奉仕委員会担当卓話青少年奉仕委員会担当卓話    
｢｢｢｢児童養護施設を出た子ども達の“明日への児童養護施設を出た子ども達の“明日への児童養護施設を出た子ども達の“明日への児童養護施設を出た子ども達の“明日への
希望”をつなぐ希望”をつなぐ希望”をつなぐ希望”をつなぐ｣｣｣｣    

特定非営利活動法人メリーミーズ特定非営利活動法人メリーミーズ特定非営利活動法人メリーミーズ特定非営利活動法人メリーミーズ    
代表理事代表理事代表理事代表理事    藤原藤原藤原藤原    美奈美奈美奈美奈氏氏氏氏    

少子化問題を言われて続け、

出生数が年々減少している日本

で、現在社会的養護の子ども達

が約 46,000 人にもなっていま

す。 

現在の児童養護施設にいる子

ども達は虐待や育児放棄で保護

7月 11日～8月 4日(予約済) 

授業時間帯は 9:15～12:30 or 13:30～16:45 

週 10コマ 

４、宿泊施設 サンプラザ臨海 

(大阪市北区豊崎 4丁目 4番 16号) 

7/7～8/5日予約済 

５、滞在期間中の例会出席について 7/8・8/5を予

定しています。 

その他は記念例会出席の訪台時に先方と打ち合わ

せします。送迎・滞在中のアテンドなどについて 

また国際奉仕委員会で相談の上、皆様に期間中の

ご協力をお願いいたします。 

 

 

――――    先週先週先週先週の卓話の卓話の卓話の卓話    ――――    ――――    ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告    ――――    

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥62626262,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,888894949494,392 ,392 ,392 ,392 ----＞＞＞＞    

されている子ども達が大半です。そのような状況

の子ども達は増え続け、施設の定員を超えるほど

となっています。 

また施設出身者の高校卒業後の進路を調べる

と、70.9%が就職となっています。就職すると施

設を出なければならないので、寮や社宅のある職

場を選んで就職します。しかし、一旦就職しても

3 カ月での離職率は 13.5%にも及びます。離職＝

住むところを失い、施設退所後たった 3カ月にし

て 10人に 1人は所在不明となります。 

一方高卒後の進学率は 22.6%で、世間全体の

77.9%の三分の一しかなく、生活保護世帯の

32.9%にも及びません。しかもその後の中退率は

世間全体の 3倍となっています。 

施設では衣食住と守られ、何不自由なく生活が

出来ますが、施設を出た後はいきなり全て自力で

生きていかなければなりません。 

実際に私たちが活動を始める前に話を聞いた子

どもは、早朝から深夜までバイトを 3～4 つ掛け

持ち、バイトの合間に学校へ行くという生活をし

ていました。一年も続けると心身ともにボロボロ

になり、｢何のために学校に行ってるのか、何のた

めに働いてるのかわからない･･･｣と言い、結局な

りたかった理学療法士を諦め、学校も中退してし

まいました。 

この子たちはたまたま児童養護施設に入らざる

を得ない家庭に生まれただけです。親を選ぶこと

のできない子ども達のその後の環境によって、明

日への希望も持てないのは理不尽ではないでしょ

うか？ 

私達はどんな環境の子ども達でも明日への希望

を持てる社会にしていきたいと活動しています。 

あすつなプロジェクトでは、進学した学生に返

済不要の奨学金と毎月直接会って、社会人の基礎

となるセッションを行っています。参加している

子ども達からは｢考え方が前向きになった｣｢自分

の良いところをたくさん見れるようになった｣｢学

業や自分の趣味や学びたいことに費やす時間が増

え、生活が充実してきた｣という声をもらっていま

す。これからの日本を担う子どもたちの自立のサ

ポートをロータリアンの方々と一緒にしていけた

ら幸いです。今後ともよろしくお願いいたします。 


