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奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために 

四つのテスト 

Ⅰ真実かどうか 

Ⅱみんなに公平か 

Ⅲ好意と友情を深めるか 

Ⅳみんなのためになるかどうか 

THE ROTARY CLUB OF TAKATSUKI  国際ロータリー 第２６６０地区 

事務所 〒569-1116 高槻市白梅町 4-1 高槻阪急 6 階 

    TEL 072-683-1158  FAX 072-683-1174 

    URL  http://www.takatsukirc.org/ 

    E-mail takatsuki.rc@bird.ocn.ne.jp 

例会日 毎週水曜日 12:30～13:30 

例会場 高槻阪急 6 階 多目的ホール TEL 072-684-5379 

創 立 1954 年 6 月 15 日 

会長 羽根田茂子 幹事 河合一人 クラブ運営委員長 浦中郁文 会報担当副委員長 浜田哲也 
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◎ ソング・・・それでこそロータリー 
◎ 外部卓話   

高槻商工会議所  会頭 金田 忠行様 
◎ 例会後の行事 

中長期クラブ戦略委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3267 回 本日（3/30）の例会 

 

 
 
◎ 国 歌・・・君が代 
◎  ソング・・・奉仕の理想 
◎ 誕生、結婚、入会記念月御祝 
◎ 創業記念月御祝 
◎ 委員会例会 
◎ 例会後の行事 

4 月度定例理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3268 回 次週（4/6）の例会 

会員数 出席者数 出席率 

47 名 38 名 100 ％ 

前々回例会補正後出席率  100 ％ 

但し、 Mup 0 名   欠席者 0 名 

出席規定摘用免除有資格者 1 名 

 

 

 

 

 

3月は水と衛生月間 

◎ゲスト                 計 3 名 
 

高槻中学高等学校インターアクトクラブ 
顧問  野村 聡一様 
卒業生 栁  蒼太様 
会長  西田 怜可様 

 
◎出席報告 
 

先々週（3/16）の例会から 

◎会長の時間 

 
3 月はロータリークラブの水と衛生月間です。 
ロータリーの目的は世界平和の実現です。その一つの

手段として海外のロータリークラブと協力して発展途
上国へ飲料水の供給を支援しています。 
世界に暮らす 71 パーセントの人は安全な飲料水を利

用していますが、25 パーセント 20 億人、全人口の 4 人
に 1 人はまだ安全な飲料水を利用できない状況にあり
ます。中でも 2 パーセントの人、人口で言いますと 1 億
4000 万人の人が地表の水を飲んで暮らしております。
トイレ、衛生設備になりますと 40 億人が安全なトイレ
や衛生設備のない生活を強いられており、12 パーセン
トの人が野外排泄を行っていると言われます。地表水を
そのまま飲むということは下痢になったり、病気に感染
したり幼い子供たちの命奪っています。これらの人たち
を継続して支援していくためにさらなる皆様の協力と
支援をお願いいたします。 
 我が国において、私達の暮らしています日常は、摂津
峡にハイキングに行けば四季折々の自然が楽しめ、せせ
らぎの中でバーベキューを楽しむことが出来ます。水道
をひねれば豊かな水が出ます。水はあって当たり前のこ
とになっています。 
3 月号のガバナー月信で吉川ガバナーは水について､

私達の国土自体が､美しい水を生産する自然の装置であ
ると思える。しかし、時に私たちは、世界で類を見ない
この国土の価値を忘れてしまうことがあります。近年で
は､水源を他国の資本に買収されていることが問題とし
て取り上げられたりもしています。我が国の水の将来に
ついて考えさせられる記述がありました。 
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◎幹事報告 

・地区より「2022 年 3 月『ウクライナ危機』緊急人道支
援ご協力のお願い」が届いております。これにつきま
しては、クラブで取りまとめて送金致します。宜しく
お願い致します。尚、それに加えて個人の寄付も受付
しておられます。詳細につきましては、会員各位へメ
ールまたは FAX にてご案内させていただきます。宜し
くお願い致します。 

 
 
◎委員会報告 
〇クラブ研修委員会            西田 直弘 
・今月は「水と衛生月間」です。いつもは小阪会員より
紹介していただいておりますが、本日ご欠席の為、
代わりに私が紹介させていただきます。久しぶりに
ロータリーの友を最初から最後まで熟読致しまし
た。かなり良い事が書かれておりましたので、3 月号
の推奨記事をピックアップした「記事紹介」を皆様
に配布しております。本日はこの場で内容の紹介は
致しませんが、こちらの「記事紹介」を参考にして
読んで頂ければ十分に理解して頂けると思います。
宜しくお願い致します。 

  

〇国際奉仕委員会            飯田 哲久 

・「2021-22 年度国際大会日本人親善朝食会のご案内」
が届いており、昨日 3/15(火)に会員各位へメールまた
は FAX にてご連絡しております。クラブでまとめて
申込致しますので、参加を希望の会員の皆様は、事務
局までご連絡頂きますよう宜しくお願い致します。 

 

〇社会奉仕委員会            篠原 光子 

・「いのちキラキラ食栽活動の冊子」を本日皆様に配布
しております。「いのちキラキラ食栽活動」は社会奉
仕委員会の活動の一環です。コロナ禍で報告会はござ
いませんでしたので、冊子で内容をご確認いただけれ
ばと思います。支払いとしては、冊子の印刷・製本代
42,240 円、花と野菜の培養土・肥料・油粕代 95,502

円、用紙代 11,858 円を 3/15(火)に振込しております。 

・2020 年 4 月から 2021 年 9 月までの 1 年半、米山奨
学生として当クラブでお世話をしておりました劉陽
さんが博士号を取得されました。米山奨学会の規定と
して博士号を取得された学生には、米山奨学会より記
念品として腕時計が贈呈されることになっておりま
す。記念品は米山奨学会より奨学生本人に直接送付す
る、もしくはロータリーを通じて贈呈するか選ぶ事が
出来ましたので、羽根田会長にご相談の上、せっかく
ですので会員の皆様の前で贈呈出来たらと思い、劉さ
んに 4/6(水)の例会に来て頂き例会にて贈呈させて頂
く事となりました。劉さんは 4/14(木)に中国に帰る事
が決まっております。就職は中国に帰ってから探され
るそうです。報告は以上です。 

 

〇地区大会実行委員会          浜田 厚男 

・3/26(土)PETS の時に次年度の地区大会の PR をする
事になっており、当クラブから 19 名の方が参加予定
です。3/26(土)13：30 に大阪国際会議場の玄関を出た
川沿いの広場に集合して頂き、事前に応援団の打合せ
を致します。当日の集合時間や集合場所の詳細は改め
てメールにてご連絡致します。また、クラブ統一ジャ
ケットが来週には事務局に届く予定です。来週
3/23(水)の例会は休会ですが、事務局は営業しており
ますので、事務局へジャケットを受け取りに来て頂き
PR の際にご着用頂ければと思います。宜しくお願い
致します。 

 

◎高槻中学高等学校インターアクトクラブ 

顧問 野村 聡一様 
 
 
 
 

 

話は、これまでインターアクトクラブで活動し高槻 RC
の皆様に大変お世話になりました栁蒼太ですが、高校卒
業となり関西を離れる事になりました。この場をお借り
いたしまして、ご挨拶させて頂ければと思います。 
先ずは、私の方から学校の様子を少しだけお話させて

いただきます。授業に関しては、コロナ禍でオンライン
授業を取り入れており、教育を止めないという校長の方
針のもと、何とかできる事をやろうと進めて参りまし
た。 
8 月の海外研修の募集をかけましたところ、40 名の定

員に対して 80 名近くの応募があり、選考に大変苦労致
しました。海外研修があると知った上で入学してきてい
る生徒も多数おります。昨年度は中止となり、今年度は
8 月なら大丈夫だろうということで、海外研修の期間と
帰国してからの隔離期間を含めて夏休み期間中で終え
られるよう計画しております。  
海外研修を経験した生徒達を見ておりますと、日本を

離れ、海外から日本を見つめるという経験を積める事は
非常に貴重だなと感じています。海外研修から戻った生
徒達はといいますと、海外の大学を志望する生徒もいた
り、大学に入ってから留学すると言っている生徒もいた
り、プラスの効果が非常に大きいと感じております。栁
君も前回の研修先のタイでは、大変頑張っており、色々
なものを学び吸収して帰ってきております。 
私は現在中学 3 年生に所属しております。中学 3 年生

の修学旅行は毎年沖縄に行くのですが、3/13(日)から昨
日 3/15(火)修学旅行に付き添って参りました。昨年度
の修学旅行は中止となり、今年度は何とかして行こうと
計画しておりましたが、まず秋の予定が中止、次の 2 月
の予定も中止となり、今回やっと行くことができた次第
です。 
沖縄を修学旅行先に選んでいる理由は、平和学習で

す。以前は長崎だったのですが、せっかくだから沖縄に
しようとなった次第です。沖縄ではひめゆりの塔や健児
の塔、平和祈念資料館に行き、沖縄の言葉でガマと呼ば
れる洞窟にも懐中電灯を持って入ったりしました。旅行
当初は生徒もはしゃいでいましたが、資料館で実際の写
真を見た事によって、自分達と同じ世代の子供達がどん
な目に遭ったかをまじかに知り反応が変わりました。私
自身沖縄は初めて行ったのですが、やはり実際に米軍機
が飛び会話も聞こえない状況を経験すると、百聞は一見
に如かずだなと感じました。 
当初危惧していた発熱する生徒もおらず、みんな昨日

無事に戻って来ることが出来ました。本日はお休みです
が、明日 3/17(水)は中学の卒業式です。かなりバタバタ
のスケジュールで大変ですが、何とか明日の卒業式を迎
える事が出来ほっとしております。 
簡単ではございますが、これで終わりとさせていただ

きます。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。 
 

 

高槻インターアクトクラブ顧
問をしております野村です。どう
ぞ宜しくお願い致します。 
本日はお時間を頂きましてあ

りがとうございます。この後今年
度の会長の西田怜可の卓話を予
定しておりますたが、只今こちら
に向かっているところだと思い
ます。到着次第紹介させていただ
ければと思います。そのあとの卓
話 
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◎高槻中学高等学校卒業生        栁 蒼太様 

 

 

 

本日は、例会にお招きいただきまして誠にありがとうご
ざいます。おととしまで委員長を務めておりました栁蒼
太と申します。私は、２月２８日に高槻高校を卒業し、来
月の四月から大学に進学いたします。そのような中で中
学・高校６年間お世話になりました、高槻ロータリークラ
ブ様にご挨拶をしたく、伺った次第であります。僭越なが
らではございますが、大学入学後の抱負も併せてお話し
ますので何卒よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

さて、まっ先にご報告したいことがございます。 

 

第一志望の大学である慶応義塾大学の総合政策学部に合
格いたしました。そして、来月からはここに進学をいたし
ます。今日は、この大学に合格した道のりでどのようにイ
ンターアクトが意味があったのかをお話いたします。 

 

合格した形としては、AO 入試というものでして、簡単に
言えば、自己推薦型の入学試験です。この入試では、一般
入試では図ることのできない２，３の部分を含めた合否
判断をされます。インターアクトでの経験はこの２，３を
膨らませるうえで非常に大切な要素になっていると確信
しています。 

 

具体的には、まず、メンバーとして奉仕活動である街頭に
立って呼びかけをしたり、掃除をしたりと、普段この活動
をしなかったら、通り過ぎてしまっていたような立場に
立てました。それによって、いろんな視点で人を見ること
が出来るようになったり、多様な考え方ができるように
なりました。また、委員長としての経験もさせていただき
ました。ロータリアンの方にも多くご参加いただきまし
たクリーンハイクでは、総勢１００名を超えることもあ
るなど、統率力をはぐくめたと思います。そして、それら
の培った力を活かして、IAC 以外の活動にも取り組めま
した。 

 

 



4 

 

 

  

 

 

 

      ト      の

        

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

  

◎高槻中学高等学校インターアクトクラブ活動報告 
 

高槻中学高等学校インターアクトクラブ 

会長  西田 怜可様 

 

 

 

 

 

 

みなさま、こんにちは。今日はこのような機会を与えてい
ただきまして、大変ありがたく思います。高槻高校の西田
怜可です。昨年度の古金会長から引き継ぎまして、新しく
高槻インターアクト会長に就任しました。よろしくお願
いします。今年もコロナ禍が続く中、ロータリーの皆様に
は大変お世話になりました。休校になる期間もありまし
たが、それでも活動をつづけることができたのは皆様の
おかげです。ありがとうございます。本日のテーマは、
2021 年度の高槻中学高等学校のインターアクターたちの
活動についてです。活動が制限される今、私たちの試行錯
誤により行いましたことを発表します。 

 

本日お話しするのは、高槻インターアクターへの活動報
告方法、各班の活動、新しい班の紹介、文化祭、その他の
活動、そして新入生歓迎会についてです。まず、インター
アクターへの活動報告については、コロナの影響から集
まることを減らし、オンライン形式をとることにしまし
た。LINE で各班の活動報告や班員の名簿を共有していま
す。また LINE を持っていないインターアクターに関して
は、試験的に、学校内で使われているアプリ、ロイロノー
トを使用しています。取り決めたルールのまとめが右の
写真です。許可している内容は、定期活動報告以外にも、
会議の開催や班の集まりの日程の連絡、全校生徒向けで
はなくインターアクターのみに対してのボランティア参
加募集、新規班のメンバー募集などです。 

 

次に各班の紹介です。昨年度の形式を引き継いで、班制度
を続けています。現在では、広報班、チャレンジド班、日
赤班、高槻クリエイト班、世界情報発信班、クリーンハイ
ク班、舞洲班、アイシティ班、森林班があります。その活
動のうちいくつかを説明します。まず昨年から継続中の
班です。本日は世界情報発信班、日赤班、クリーンハイク
班についてお話しします。 

 

1 つ目の世界情報発信班です。SDGs チームと防災チーム
に分かれて関心をもってもらえるようなゲームを作成す
る班、と以前紹介しました。完成したゲームは文化祭で使
用し、多くの生徒が楽しく SDGs と防災を学ぶことができ
ました。現在は全校生徒向けに模擬国連を開催すること
を考えており、準備している最中です。 

 

2 つ目の日赤班です。本校は日赤加盟校ですので、定期的
にオンラインの会議をしています。このピアエデュケー
ションとスタディプログラムは班の内 1 人が参加しまし
た。防災ピアエデュケーションは、大学生が高校生に防災
の大切さを講義するという内容でした。また、スタディプ
ログラムに関しましては、令和 4 年度の青少年赤十字創
設 100 周年の活動において、SDGs 等を理解し、中心とな
る人物としての意識・知識・技術を習得することが目的で
す。参加するメンバーの主体的、積極的な行動によりグル
ープ活動とリーダーシップの能力を養いました。  
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3 つ目はクリーンハイク班です。現在、変更案が 2 点あが
っています。クリーンハイクを年に 5 回開催できるよう
にスケジュール調整すること。そしてクリーンハイクの
目的地が固定化しつつあるので、新しいルートを探すこ
とです。 

 

 

次は新しい班の紹介です。舞洲班、アイシティ班を紹介し
ます。この 2 つは外部と連携して行っています。 

 

 

 

 

 

1 つ目の舞洲班です。学生と創る都市開発計画、舞空キャ
ンパスに参加しています。舞空キャンパスは関西と九州
の学生たちで力を合わせ地域活性化を真に体験するプロ
ジェクトです。舞洲を学生で街づくりをし 2025 年に夢洲
で行われる万博の際に全国の多くの人に訪れてもらえる
ようにすることが目的です。インフルエンサーや芸能人
などとコラボした企画に携わります。高槻インターアク
ターはインフルエンサーのりりりちゃんとコラボして、
観光 PR 動画を作成しました。 

 

次は文化祭について話します。今年の文化祭では例年の
ポスター展示のほかに、体験型の展示をいくつか用意し
ました。一つはパラリンピック競技のボッチャです。障害
者スポーツへの理解を深めるために、感染症対策及び安
全に配慮して行いました。もう一つは、先ほど紹介しまし
た世界情報発信班の防災ゲームの展示です。カードゲー
ムは、カードに書かれたワードを説明し、他のプレイヤー
に見せることなく当てさせる、というものです。すごろく
は、途中の課題をクリアしながら、避難所まで逃げるとい
うものです。どちらのゲームも手が込んでおり、とても学
びになるものでした。私もプレイしました。学年問わず楽
しめるものでした。 

 

2 つ目のアイシティ班です。アイシティでは、２０１０年
からコンタクトレンズの空ケースを収集し、資源として
活用する取り組みを始めていらっしゃいます。得られた
収益は、日本アイバンク協会に寄付され、角膜移植のドナ
ーマッチングや視力に障害を持っている方の視力回復の
ために利用されています。また、分ける作業を社会福祉施
設に委託し、就労支援にも役立ていらっしゃいます。高槻
インターアクトでは、コンタクトレンズの空ケースの回
収を予定しています。回収ボックスを設置する場所とポ
スターの掲示場所の目処はついており、現在は学校に相
談中です。 

 

 

年次大会では、花井十伍様の、マイノリティへの理解・支
援 、薬害の根絶と周囲の支援をテーマとした講演を聞き
ました。差別を生まないために、科学的視点、マイノリテ
ィへの理解を持って、自分で考えることの大切さを実感
しました。献血の呼びかけ活動では、呼びかけを行いなが
ら、職員さんとお話しする機会もあり、有意義な時間を過
ごすことができました。 
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◎3/16 卓上花 
  
オレンジガーベラ ·· 冒険心 
ピンクガーベラ ···· 神秘 
ブプレリウム ······ 初めてのキス 

 

 

 

◎ニコニコ箱報告 
・高槻中学高等学校の皆様、ようこそ。野村先生いつも
ありがとうございます。栁さん御卒業と御入学おめで
とうございます。西田さん会長のお役目がんばって下
さいませ。                  藤田君 

・高槻インターアクトクラブ栁会長御苦労さまでした。
西田新会長宜しくお願い致します。    浜田厚君 

・高槻中学高等学校 IAC の皆様、卓話有難うございまし
た。                   橋本君 

・インターアクトの皆様、OB 栁君、ようこそお越し下さ
いました。                伊藤君 

・娘が幼稚園を卒園しました。        小阪君 
・栁君、慶応大学入学おめでとうございます。 小阪君 
・栁君ご卒業おめでとうご座居ます。一緒にタイに行き
ましたね。素晴らしいリーダーシップでした。大学で
もお活躍下さい。             松下君 

・高槻中学高等学校 IAC の野村先生、栁前委員長、西田
委員長、ようこそお越しくださいました。栁君、お疲
れさまでした。ご進学おめでとうございます。西田さ
ん、委員長ガンバッテください。      内本君 

 

              本日の合計   ￥  40,000-  
    7/1 よりの累計   ￥1,128,000-  
 

◎R 財団への寄付 
浜田 厚男君 ￥ 5,000- 伊藤 智秋君 ￥ 5,000- 
河合 一人君 ￥10,000- 山口  誠君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計   ￥   25,000- 

         7/1 よりの累計   ￥1,029,000-     
        年次基金会員より    ￥  795,000- 
           ポリオプラス会員より￥  234,000- 
           一人当たり平均     ＄197.24 
 
◎米山奨学会への寄付  
松下 浩章君 ￥ 5,000- 内本  繁君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計  ￥   10,000- 

          7/1 よりの累計  ￥  435,000-      
                会員より  ￥  200,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥ 235,000- 
                  一人当たり平均   ￥   9,255- 
 
◎青少年育成基金への寄付 

 
本日の合計  ￥      0-      

7/1 よりの累計  ￥  640,000- 
 

 

 

 

 

 

最後に、新入生歓迎会について説明します。今年度は万博
記念公園での開催を考えています。晴天時は、パークゴル
フと公園内でのレクリエーションを予定しています。パ
ークゴルフは 1983 年、北海道で生まれました。現在、北
海道の学校で授業に導入されることもあり、徐々に本州
にも広がっています。後日高槻インターアクターを招集
し、ルールを覚えて実施日に参加者に教えることができ
るようにしたいと思っております。また雨天時には国立
民族学博物館の見学と館内のレクリエーションを予定し
ています。 

 

先日の下見には、浜田様、内本様と共に、公園内のチェッ
クポイントを巡り、日陰のある場所やテーブルの使用が
出来るかを確認しました。また、お二人とパークゴルフも
プレイしました。インターアクターは完敗しましたが、 
とても楽しかったです。晴天でも雨天でも、参加者全員に
楽しんでいただけるように尽力します。以上で報告を終
えます。貴重なお時間いただき、ありがとうございまし
た。 

 

 

 

 


