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№ 1463  October  6 、2021 

  次週例会当番  好﨑 

第 10回( 10月   6日 ） 

 

オンライン卓話 

「日本における中国語教育－ 

初級と上級の学習者を対象に」 
   
米山奨学生 

孫 之依(ソン シイ)氏 

        （ 10月  13日 ） 

  
 

卓話 

「職業上の専門用語について」 
   

 

宮宅 勇二会員 

例会プログラム 次週例会プログラム  

 
 
 

 

 

 

 
加古川平成ロータリークラブ 

会 長  榊     誠 
幹 事  山 本  裕 一 
広報小委員 長  原 田   悟 
2680 地区ガバナー 吉 岡  博 忠    

例会日／毎水曜日 12:30～13:30・例会場／加古川プラザホテル 
事務局／加古川市加古川町溝之口 800 加古川商工会議所会館 
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前週例会報告 

Ｒ Ｉテーマ   奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために 

★ オンライン例会 

2021～2022 年度 RI 会長 シェカール・メータ 

ほ 

                 

            

★卓話 鈴木 勝博会員 



 

 

 

 

みなさんこんにちは。最近になってようやく秋らしい気候になってきました。朝晩は冷え込み寒い

くらいで、日中は２９°C くらいまで上がり寒暖差が激しくなってきております。季節の変わり目で

すので体調管理に気を付けていただきたいと思います。 

さて本日の会長の時間はインターアクトクラブ、ローターアクトクラブについてお話ししたいと思

います。まずインターアクトクラブはロータリークラブによって提唱された 12 歳から 18 歳までの青

少年または高校生のための社会奉仕クラブです。日本では高等学校の福祉やボランティアの部活動・

サークルとしておかれています。設立は 1962 年、今から 60 年ほど前に最初にアメリカで始まり、日

本ではその 1年後に宮城県の仙台東ロータリークラブが提唱した仙台育英高等学校で始まりました。 

この目的というのが奉仕の理想を浸透させるのに成年、社会人になってからでは遅いのではないか

ということから、青少年にから活動していただくということでスタートしました。今現在では世界で

約 34万人のひとが会員として活動しています。 

次にローターアクトクラブについてですが、ローターアクトクラブは 18歳以上の青年男女のための

ロータリークラブが提唱するクラブです。以前は 30歳までの年齢制限がありましたが、今では年齢制

限が撤廃されています。 

ローターアクトクラブは大学または社会人の活動を基盤としており、設立は 1968年に最初にアメリ

カで発足しました。発足の理由はインターアクトクラブが 18歳で卒業と同時に会員資格が失効するた

めこれを継続するものとしてローターアクトクラブが設立されました。 

ローターアクトの目的は、個々人の能力の開発、知識、技能を高めそれぞれの地域社会で社会的な

ニーズと取り組み、親睦と奉仕活動を通じて人々と信頼関係を推進するための機会を提供することで

す。日本でも同じ 1968 年に埼玉県の川越ロータリークラブが提唱した国際商科大学で発足しました。 

今現在では世界で約 20 万人のひとが会員として活動しています。そして 2680 地区では、国際ロー

タリー、ロータリーファミリー青少年交流会というのが来月の 10月 16日（土）に行われる予定です。

会場は神戸市のしあわせの村野外活動センターで行われます。この青少年交流会はロータリーの青少

年奉仕プログラムに分類される団体同士で交流する機会をもちそれぞれの団体同士の交流を深めるこ

とを目的とした行事ということです。今新型コロナの流行中ですが、感染対策をしっかりと行ったう

えで実会場で行われるそうです。プログラムとしては様々な団体を混ぜた形でチームを組み敷地内を

ウォーキングしながらクイズや体を使うゲームなどを企画されているそうです。ローターアクトの方

もいろいろな活動をされて頑張っておられます。みなさんも参加してみたいと思う方はこの交流会に

参加されてみてはどうでしょうか。親睦がまた広がりますし、ロータリーとはまた違ったことが見え

るのでないかと思います。参加される方は明日 30日までの申し込みとなっておりますのでよろしくお

願いしたいと思います。 

以上で会長の時間を終わります。 

 

  

 

 

① 例会変更のお知らせ 

明石東ＲＣ 10月 21日（木）→10：30～16：00「職場例会及び炉辺会合」 

於：神戸ワイナリー（農業公園） 

11月 18日(木)→20日(土）14：00～17：00「東播第１グループ I.M.」 

於：舞子ビラ あじさいホール 

                 12月 30日(木)→「休会」<定款第 7条第 1節ｄにより> 

加古川中央ＲＣ 10月  7日(木)→ハイブリッド例会 於；加古川プラザホテル 2F 

       10月 14日(木)→尚歯例会      於；ミル・アンジュ 

       10月 21日(木)→ハイブリッド例会 於；商工会議所会館 4F大会議室 

高 砂 Ｒ Ｃ  11月 5日(金)→休会【定款第 7条第 1節(ｄ)による】 

        11月 26日(金)→休会【定款第 7条第 1節(ｄ)による】 

② 回覧します 

・The Rotarian September、October 2021（ロータリーの友英語版） 

  ・(公財)米山梅吉記念館より賛助会入会のお願いと館報秋号 Vol.38 

※ 例会欠席の時は必ず事前に事務局へ連絡！ 

※  

本日の幹事報告 

会 長 の 時 間 会 長  榊    誠 

  



 ・(公財)米山梅吉記念奨学会 2020年度事業報告書付：2021年度事業計画・予算及び役員・委員 

名簿、2020年度決算報告書、 

   ・RLI(ロータリー・リーダーシップ研究会)パートⅠ開催のご案内 参加ご希望の方は、事務局まで 

   お知らせください。 

③ Box に月信、R の友（９月、１０月分）、2020-21 年度地区事業報告書、はぐるま会報 Vol.117、

2021-22 年度加古川ＲＣ会報誌、2021-22 年度版ロータリー米山記念奨学事業豆辞典を入れてお

ります。 

④ ロータリー米山記念奨学会より好﨑会員に第 4回米山功労者の感謝状が届いております。 

⑤ 例会終了後に商工会議所会館４F「オーバルルーム」にて定例理事・役員会を開催します。 

 

 

                                  

 

 

 

SONG  TODAY 
 

小さい秋見つけた 

サトウハチロー作詞・中田喜直作曲 

 

誰かさんが 誰かさんが 誰かさんが みつけた 

ちいさい秋 ちいさい秋 ちいさい秋 みつけた 

めかくし鬼さん 手のなる方へ 

すましたお耳に かすかにしみた 

よんでる口笛 もずの声 

ちいさい秋 ちいさい秋 ちいさい秋 みつけた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２３-２４年度ガバナー決定のお知らせ 

２０２３-２４年度ガバナー 安行 英文 会員（三田ＲＣ） 

 

安行 英文（やすゆき えいぶん)氏   三田ロータリークラブ所属 

クラブ会報・雑誌 

記録小委員会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



略歴 

 1955年 12月 11日生まれ(65歳) 

  1978年   京都外国語大学ドイツ語学科卒 

 1978-79年 日泰寺専門僧堂安居下山 

 1980年   佛教大学教育学部初等教育学科卒(通信) 

  1990年     (曹洞宗)興聖寺代表役員就任 

 1998年     (曹洞宗)観世寺代表役員就任 

  中学校英語免許取得、小学校教員免許取得 

 

公職 

 1995年～2016年 三田市民生児童委員 

 1995年～現在    (社)兵庫障がい福祉事業協会理事 

 1989年～現在    (公財)神戸 YMCA常議員・維持会員、三田市仏教会理事 

 2010年～現在    (社)神戸いのちの電話評議員 

 2013年～現在    法務省人権擁護委員伊丹支局人権委員、兵庫県子ども人権委員 

 2001年～現在    (独)国立病院機構兵庫中央病院受託研究審査委員 

 2020年～現在    (社)神戸保育会第三者委員 

 

賞罰 

 2016年       厚生労働大臣賞、兵庫県知事賞 

 

ロータリー歴 

 1995年 6月 20日 三田ロータリークラブ入会 

 1999年-2000年度 RYLAワークショップ部門別委員 

 2001-02年度   クラブ幹事 

 2004-06年度   新世代副委員長、ローターアクト小委員長 

 2006-07年度   クラブ会長  

 2007-11年度   新世代委員長 

 2011-12年度      クラブ会長 

 2013-15年度   新世代交換委員長 

 2015-17年度   国際奉仕副委員長 、世界社会奉仕小委員長 

 2017-18年度   学友委員長、 国際奉仕副委員長、世界理解小委員長、危機管理副委員長 

 2018-19年度   国際奉仕委員長、学友委員長 

 2019-20年度   阪神第 3グループガバナー補佐 

 2020-21年度   国際奉仕副委員長、国際奉仕小委員長、RLI委員(DL) 

 2021-22年度   国際奉仕委員長、学友委員長、ＲＬＩディスカッションリーダー 

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー、第１回米山功労者                                                                                                                                                                   


