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ＶＯＬ．４９    

２０２３年 １月２５日(水)  第３例会 

 

１．ソング 「 それでこそロータリー 」 

 

２．ビジター紹介 

  なし 

 

３．出席報告 

会 員 数 ５４ 名 出 席 数 ４１名 

出 席 率 82.00％ 前々回補正90.38% 

 【本日の欠席】 

   川口・久保・西川・辻井・近・的場・中島・ 

小野・大谷・齋藤・内堀・渡部・田村  各会員 

 

４．会 食 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．会長の時間 

 本日は、RYLAについてのお話をさせていただきたいと

思います。 

本年度のRYLAは、3月18日から21日の四日間の日程で

開催されることは以前にもお話をさせていただきました。 

3/18・19が土日で、21日が春分の日でお休みですので、出

やすい日程となっています。 

本日以降、小畑青少年委員長からも、募集の案内があるか

と思いますが、クラブとしては定員1名ですので、推薦が

あれば早めにお知らせください。 

今回で43回目の開催となるRYLAですが、コロナ発生以

来2年は中止となり、昨年は蔓延防止の観点からポートピ

アホテルでの開催となっていました。 

もともと、RYLAは小豆島に隣接する島で、与島と言うとこ

ろにある、YMCAの青少年野外活動センターと言うところで

開催されていました。 

今回は都合4年ぶりに与島に戻っての開催となります。 

それに先立ちまして、先週の土日に現地に視察を兼ねて研

修に行って参りました。 

RYLA小委員会へは2年目ですので、自分としては初めての

与島となりました。 

今日はその時のお話をさせていただきます。 

委員会では、世間話で経験者から虫が出るだの寒くて死に

そうだの、いろいろお話には聞いていましたが、結構衝撃

的で、なかなかの体験をさせていただきました。 

調べてみると1952年開設と言いますから、昭和27年から

ある施設で、すべての施設がそのころのものではないにせ

よ、資本投下もされていないようでした。 

そもそも、夏場にキャンプや野外活動を通じて、青少年の

成長を促す活動の場な訳でして、冬場に行くことを想定し

ていない施設です。なので、寒さが半端なかったです。 

3人 1室で、キャビンと言われるロッジ風の鉄筋コンクリ

ート造の建物で宿泊するのですが、天井の高い鉄筋の建物

の上に、床も高床式になっており、壁掛け式のエアコン一

台ついているのみでした。エアコンから温風は出ているの

ですが、まったく効かず、震えながら毛布をかぶって宴会

をしました。 

結局深夜の1時過ぎまで飲んでいましてお風呂にも入れず、
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本日のメニュー  お弁当 

青菜と揚げの煮物 
もやし・ハム・胡瓜の 

中華風サラダ 

鰤大根 ポークフィレカツ 

 茶碗蒸し 

梅ひじきご飯 味噌汁・香の物 

デザート(生チョコケーキ) 



 

翌日の朝にシャワーを浴びようと思い寝たわけです。翌朝

6時ごろ起きてお風呂に行きました。 

風呂場で給湯器のコントローラーのスイッチを入れても数

字やらが点滅していて嫌な予感していたのですが、お湯は

かろうじて出ました。でも給湯器の調子が悪いのか、出て

くる湯は若干ぬるいし、水圧も低いし、大丈夫かなと思い

ながら、でも風呂に入らないのは我慢できないタイプなん

で、意を決して頭からシャワーを浴びたのですが、1 分後

には水しか出なくなり、慌ててお風呂から出て体をふきま

した。この時の残念な気持ちを想像していただければと思

います。ここは外国かと思いました。寒すぎてドライヤー

もなかったので、エアコンの風で頭を乾かして、二度寝し

ました。この時の影響かどうかは分かりませんが、月曜日

は微熱と胃腸炎で1日寝込みました。 

私としても、本番のことがあるので、施設の人にお伝えし

ましたが、また見ておきます、の一言で済まされました。 

こんな、ネガティブな情報だけ伝えて、「受講生を募集して

いますから推薦をお願いします」と言っても、推薦しにく

いかもですが、プログラム自体は素晴らしいし、為になる

と思いますので、ぜひご推薦をお願いしたいと思います。 

最後に、IMについてのお願いです。 

先週も申し上げましたが、IMでは式典・懇親とも100名程

度のご出席を見込んでいます。 

現在 31 名の方にご出席といただいています。尼崎北クラ

ブが 28 名の参加を表明していただいていますので、クラ

ブ規模やホストクラブであることを考えると我がクラブか

ら40名程度は出席いただきたく思っています。本日、再度

出欠を回覧いたしますが、ご予定を調整いただきご出席を

お願いいたします。 

また、ご出席いただきましたら、最終最後の懇親会までい

て、他クラブのお見送りをお願いしたいと思います。 

毎度無理を申しますが、よろしくお願いいたしまして、会

長の時間とさせていただきます。 

 

６．ロータリー財団表彰 

 
マルチプルフェロー 喜多 敬 会員 

 

 

 ポールハリスフェロー ４名 

藤井秀樹会員 平山哲行会員 森 貴会員 大海昌栄会員 

 

７． 幹事報告 

① 地区補助金プロジェクト見学訪問のご案内 

実施クラブ 神戸モーニング 

プロジェクト名 北のこども外国人の交流会 

実施日 ２月１１日(土) 

  ＊詳細は回覧にてご確認お願い致します。 

②ガバナーノミニーデジクネート決定のお知らせ 

 2025-26年度ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ候補者 

姫路ＲＣ 城 守 氏に 決定 

③米山記念奨学会より米山功労クラブ第20回の表彰を 

頂きました。 

 

 

８．委員会報告 

 ・新会員歓迎会について(西村幹事) 

  ２月８日(水)18:00～ 開催 ＊例会変更 

  会費：￥5,000- 

 ・第43回RYLAセミナー受講者募集 

(小畑青少年奉仕委員長) 

  日時：3/18～3/21  

  場所：ＹＭＣＡ余島野外活動センター 

  〆切：２/8  

  



 

・ファイアーサイドミーティング開催のお知らせ 

 (西村(嗣)会員研修副委員長) 

  ２月８日(水)17：00～ 開催 

 ・地区大会参加登録お願い(野村会員増強委員長) 

  ３月４日・５日開催 

  未登録の会員は再度ご検討よろしくお願いいたします。 

 

９．同好会報告 

  なし 

 

10．スピーチ 

 

年男スピーチ   

 

大海昌栄 会員 

 

野村昌宏 会員 

 

     山田暁久 会員      

 

11．ＳＡＡ報告  

↠↠↞↠↠↞↞↞↠↞↞↞↠↞↠↠↠ ニコニコＢＯＸ ↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞ 

 

＊皆様、絶賛酔っ払い中です。よろしくお願いします。 

  ·········································· 大海 

＊皆様、よろしくお願いいたします。 

  ·········································· 野村 

＊所用のため早退させていただきます。年男スピーチ 

 聞けず申し訳ありません。 

  ······································· 藤井(輝) 

＊誕生日お祝いありがとうございました。 

  ······································· 山本(伸) 

＊結婚記念日お祝いありがとうございました。 

  ·········································· 山田 

＊大海会員、野村会員、山田会員 

年男スピーチよろしくお願い致します。 

  ·················· 安藤・藤井(秀)・藤井(輝)・平野・ 

平山・細井・勇・石本・礒田・ 

金山・木村・小坂・越賀・松本・ 

森・森本・中井・西村(太)・ 

西村(嗣)・小畑・太田・大矢・ 

三田・佐藤・高山・武部・田中・ 

梅崎・山本(淳)・安田 

 

 

 

 

 

ロータリーレート 

2023年1月 1ドル＝132円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の金額         ３８,０００円 

累    計    １,４８９,５４０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022～23年度 小田南生涯学習プラザ学習ルーム開放事業 

1月23日（月）第 35回 

 

今年2回目となります、尼崎つばめ学習会、学習ルーム開放事業のご報告です。 

学生さんは中学生7名、小学生3名の合計10名参加、ボランティア教師4名、ロータリアン 3名、 

尼崎つばめ学習会理事1名合計18の参加となりました。 

毎回17:45から 20:45まで、活動しており 19:30に休憩を挟むんですが、尼崎寺町にある全昌寺の副住職越賀さんよ

り、お下がりのお菓子を沢山頂きみんなで美味しく頂いております、心より感謝致しております、ボランティア講師の皆

様も寒い中何時も子供達のために熱心に勉強を教えて頂き有難う御座います、 

中学３年生の皆さま受験勉強最後まで頑張りましょう、応援しております♪ 

 

 

 

 

 

 

 


