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第 2099回例会  平成 30年 10月 15日（月曜日）第 10号  

 

本日の例会 １０月１５日（月）   第２例会 

● ソ ン グ 『 我等の生業 』 

● 卓  話 『 バズセッション 』 

● 本日の献立 軽食ワンプレート 

次回の例会 １０月２９日（月）   第３例会 
ガバナー公式訪問 

東大阪西ＲＣ・東大阪みどりＲＣ・東大阪中央ＲＣ 
合 同 例 会 18：00～                         

前回の例会 １０月１日（月）    第１例会 

● ビジター 東大阪西ＲＣ    松尾 修様 

会長挨拶              金子 勝信 会長 

皆さんこんにちは。 

昨日の台風の影響は大丈夫したでしょうか？前回の

２１号よりは、軌道が少しそれたため、大阪はまだ

被害は少なかったように感じます。 

 しかし、２１号による被害の修理がいまだに完了

していない物件が多く存在する中で、追い討ちをか

けるように２４号が襲来したこともあり、昨日の夜

は、本当に恐怖すら感じました。 

 私は、不動産業を営んでおり、売買ならびに賃貸

業務をおこなっております。賃貸業務においては、

管理物件も多数抱えており、２１号による被害を蒙

った物件も少なくありませんでした。 

 皆さんはご存知の方も多いと思いますが、台風は

風災であり、その被害は火災保険でカバーできま

す。ほとんどの火災保険には風災による保障もセッ

トでついているからです。 

 しかし、保険の申請は大変混み合っており、いつ

保険金がおりるかわからないといった状況です。一

方、修理については、業者の手が追いつかず、保険

金申請を前提に見積もりをすることもあり、通常の

相場の２～３倍の工事金額となっています。工事の

施工時期も１ヶ月前は当たり前で１２月や来年１月

になる現場もあるそうです。ひどい話ですが、屋根

や屋上にブルーシートを被せて固定するだけで、１

０万円を請求する業者も横行しているそうです。 

 今後も、台風２５号が接近してきているといった

情報もありますので、今度も引き続き、防災意識を

高め、十分にご注意いただくようお願い申し上げま

す。 

幹 事 報 告           尾崎 元幹事 

1.10月 13日（土）14時より、ＹＭＣＡ2階大ホー

ルで開催されます「広報・情報・公共イメージ向

上セミナー及び国際ロータリー2018年 決議審議

会決議案 説明会」には金子会長に出席していた

だきます。よろしくお願いします。 

2.次週 10月 8日は体育の日で例会は休会となりま

す。次回例会は 10月 15日で、例会終了後、第 4

回定例理事役員会を真珠の間にて開催いたします 

理事役員の皆様にはよろしくお願いいたします。 

出 席 報 告           中村 委員 

本日の会員数 １８名 

本日の出席者数 １７名 

本日の出席規定適用免除会員 ８名 

本日の出席率 １００．００％ 

８月６日の修正出席率  １００.００％ 

ニコニコ箱報告       ＳＡＡ 岩橋 竜介 

東大阪西ＲＣ 松尾 治 

     いつもお世話になっております。 

金子会長 皆様、東輪会合同例会へのご協力大変有

難うございました。細川実行委員長本当

にお疲れ様でした。 

細川会員 皆様の御協力のお蔭で無事東輪会合同例

会が開催できました。ありがとうござい
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ました。 

百済会員 本日の卓話担当です。よろしくお願いします。 

卓話          担当 百済 洋一会員 

「ガバナー補佐を終えて」 

2017―18年度のガバナー補佐を終えて地区の流れを

3点ほど報告したいと思います。 

1、IMについて 

根本的な再編成は 1985年以来 30数年に渡って行

われておりませんでした。 

2660地区を昨年度までは IM8組で構成されており

ましたが、今年度から 8組から 6組に再編成され

ました。 

ＩＭ第 4組は従前の郊外クラブ 10クラブに市内

クラブから大阪御堂筋本町・大阪南・大阪難波・

大阪なにわの 4クラブが加わり 14クラブで約 650

名になりました。 

※IM再編成骨子 

・会員数は 2002年を 100とすると 2015年は 77%

となっており、8組を 6組に再編成すると会員減

少率と見合うことになります。 

・IM1組から 4組はそれぞれの地域に地域文化に根

差した絆があるため、それを尊重してうえで、市

内クラブが加わることで新たな交流が行える編成

とする。よって IM5組 IM6組は市内クラブだけの

編成となりますが、」従来の市内クラブ編成とは

異なることで新たな交流が生まれることを期待し

ます。 

２、ガバナー補佐選出方法 

・ガバナー補佐は輪番制が継続して行われていま

す。2018―19年度のガバナー補佐は、IM毎に

「ガバナー補佐選考委員会」を設け、最終的には

「地区ガバナー指名委員会」で指名するべきもの

と考えます。 

３、フレッシュロータリアン研修交流会開催 

・2017－18 年度の片山ガバナーの強い意向で、 

入会 5年未満のロータリーアンを対象とし、ロー

タリークラブの理解を深めて頂くとともに、同じ

志を共有する方々と懇親を深めて頂くことを目的

とした研修及び交流会です。 

ガバナー補佐主催でＩＭ第４組は 2018年 4月 14

日フレッシュロータリアン研修交流会を開催しま

した。これからもＩＭ毎に開催されます。 

交換留学生月例報告（9月）     岩橋 映美 

ロータリー活動への参加状況 

今月中旬に７０４０地区合同の Welcome Weekend 

という行事があり、そこでアメリカやカナダに来て

いるほかの交換留学生と交流をすることができまし

た。キャンプ場に二泊三日で宿泊し、ジップライン

やアスレチック、夜の湖で泳いだり、おいしい食事

をいただきました。この二泊三日はアメリカンな料

理が中心で、アップルパイもみんなで作りました。

なかなか他の派遣性に声をかけることが難しく、悔

しい思いをしていましたが、たくさんの派遣性や

ROTEXのかたが話しかけてくれ、日本のアニメが好

きな学生と話をすることができました。来月にもみ

んなで集まる機会があるので、その時こそは自分か

ら話しかけ、もっといろんな話をしてよい時間が過

ごしたいなと思います。 ホストクラブの例会には

１０月２２日に行くことになりました。まだ時間が

あるので、しっかり準備し、日本や交換留学のこと

について興味を持ってもらいたいです 

学校生活 

初日は、行きの車の中からとても緊張していまし

た、ですが、ホストマザーが同じ学校で教師をして

いていろんな先生に紹介してくれたので、たくさん

の先生方が声をかけ、気にかけてくれたので少し安

心しました。授業のシステムがにほんと全く違い、

体育なども日本と違い遊びのような内容だし、経済

の授業は株をしたり、ほかにもたくさんありますが

たくさんの違いに戸惑いがたくさんありました。 

ですが、三週間もするとなれることができまし

た。日本では数学の授業が一番苦手だったのです

が、こちらの数学は日本の高校一年くらいのレベル

の数学なので、テストで満点を取ることができまし

た。日本では、自分でエッセイを書くことなどあま

りなかったのですが、こちらではそういう機会が多

く、もっと深く追及すること、疑問に思うことなど

が当たり前なので、自分の思いを文章にする練習を

たくさんできます。私は文章にすることが苦手なの

で、これを機にもっと上達できたらなと思います。 

家庭生活 

最初の一週間は家の使い勝手もわからず、旅行に

来ているような気分でしたが、ホストファミリーの

生活スタイルにも慣れて楽しく過ごしています。英

語は話すのはまだまだですが聞き取りがだんだん慣

れてきました。全部はわからなくても雰囲気で会話

の流れをつかむこともできてきていると思います。 

週末にはカナダまでリンゴ狩りに行ったり、湖の

近くの別荘のようなところに泊まりに行ったり、オ

タワまで買い物に行ったりと行動範囲が広く、たく

さんのところに連れて行ってもらっています。 

この前は初めてカヌーに乗り、川を下りました。

たくさんの初めての体験をしています。ご飯は毎日

家族そろって食べていて、アメリカの割にはヘルシ

ーだなと思うような料理が多いです。こっちにきて

から好き嫌いも少なくなりました。 

食事の時間は賑やかで、食後にはみんなで映画を

見たりとリラックスしながら過ごしています。映画

などを見て、英語を勉強しています。 

学校以外の学習、文化体験、観光など 

ホストシスターと一緒にジムに通ったり、この前は

ホストシスターとその友達と買い物に行ったりしま

した。ホストシスターのおかげで、いろんな人と関

わることが出来ています。また、私はクリスチャン

なので日曜日に教会に行っています。今は色んな教

会の礼拝に出て、続けて通う教会を決めているとこ

ろです。教会に行くことで、学校だけでなく大人の

人や地域の人と関わる機会がとても増えました。こ

れが自分の語学力の成長につながればいいなと思っ

ています。 
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