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「インド洋津波の記念ポール

８５本建てました」

近畿職業能力開発大学校

校長 家村浩和様
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１． 真実かどうか ３． 好意と友情を深めるか
２． みんなに公平か ４． みんなのためになるかどうか
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会員数４２名 出席義務会員数３７名

９月９日 出席会員28名 75.68％

８月２６日 MUを加えて 84.21％

先週先週先週先週のののの例会例会例会例会 第2709回
2009年9月9日

ロータリーソング「四つのテスト」
唱歌「ちいさい秋見つけた」
お客様の紹介
出席報告
会長の時間
幹事報告
委員会報告
ニコニコ箱の紹介
卓話

「岸和田ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ活動発表」
岸和田RAC 黒田淳一郎委員

中 良輔委員
(紹介 山形 直道会員 )

岡本桂四郎会長

この度、岡本会長より「3分間スピーチをお願いし

ます」とご指名がありました。

入会した当時の状況と今までのロータリーへの思いを

お話しさせて頂きます。

私は1986-1987年度の６月に入会しました。入会する

までの２年間はお誘いを断り続けていましたが「入会

したくても簡単に入会できないクラブ」と強く誘われ、

恥ずかしながら入会したことを思い出します。

職業分類「証券取引」で、当時は証券市場が絶好調で

その勢いでの入会だったと思います。

入会当時はお知り合いの方も少なく、3-5年は嫌で

嫌でたまりませんでした。私は常々「継続は力なり、

諦めない」の思いを大切にしていまして、特にﾛｰﾀﾘｰ

に熱心ではありませんでしたが、例会だけは頑張って

休まず出席してまいりました。そのうちに諸先輩から

お声を掛けていただくようになり、それが嬉しく

「会員であって良かった」と心の中でそっと思った

ことがあります。そして、いつの間にか23年目を迎え

ているのであります。

入会してまもなく、バブルが弾けて証券市場が厳しく

なり、長い低迷が続くことになりました。絶頂期に

入会したために株価の下げで、自分が小さくなる思い

をしたことが度々あります。それと並行するように、

ロータリーの会員数も減少していく流れでした。

経済情勢とロータリー活動とは切り離して考えられ

ないことを、強く知らされた気がします。

一方、入会して何よりも良かったことは、多くの

素晴らしい方々とお知り合いになれたことです。

この宝物を授けていただいたロータリーに感謝したい

と思います。

室田光重会員

岸和田RAC 黒田淳一郎委員（写真右）

中 良輔 委員（写真左）

●会合報告

9/9 クラブ会員奉仕部門合同委員会が開催されます。

9/10 貝塚コスモスＲＣをホストとした南輪会が開催され

ます。当クラブからは茨木委員長・伊丹委員長・

櫻井会員・西明寺委員長・肥後会員が出席されます。

●本日のベテラン会員の３分間スピーチは、室田光重会員

にお願いしています。室田光重会員、よろしくお願いし

ます。



みなさまはじめまして。

岸和田ローターアクトクラブの黒田と申します。

本来であれば炭谷会長からご報告さしあげるところ

ですが本日は私、黒田が報告を代読させて頂きます。

（岸和田RAC 炭谷会長報告（黒田委員代読））

『早速ですが、岸和田ローターアクトクラブの今期

の活動予定とここまでの活動を報告させて頂きます。

○活動予定

・11/1 久米田池清掃・交流会

・5月 市民フェスティバルでの献血＆バザー

・施設訪問（案）

・他クラブへのメーキャップ

○今期の活動について

今期はロータリークラブの強調事項でもアクトへ

の支援をかかげて頂きありがたく思っております。

今年のテーマは「眼 意 足」。

相手に眼を向け、意識し合い、行動を起こすです。

まずは、自クラブのアクト同士の結束を強める

ための例会での意見交換、そして、アクトアワー

と称しまして、会員が順番でそれぞれの知識を

伝える。第1回は薬剤師の炭谷会長がインフルエン

ザの予防について、第2回は川本幹事が自分の

介護センターで使われている「象の背中」という

象のお父さんの死ぬまでと死んでからという内容

の映像を見せてくれ、生と死について考えさせら

れました。第3回はＷｅｂデザイナーの櫻井委員に

よる脳トレ。懲り固まった頭を刺激し色々な視点

で物事を見なければいけないと感じました。

まだまだ、始めたばかりなので、実例は少ない

ですが、例会を新しい型にし、参加型のものに

しようという行動です。アクトは新たな会員が

多いので、まずは自分たちが例会に行きたい、

行かなければいけない、そして参加すれば得るもの

があるように充実させようと行っています。

次に、近隣である堺と泉大津ローターアクトクラブ

へのメーキャップです。アクトでの魅力でもある、

人同士の繋がりは大きな力を作り出します。

昨年度、当該交流ホールにてチャリティーコンサ

ートを企画・開催しましたが、まさに人同士の

繋がりが170名という観客、オーケストラを呼び、

岸和田RAC 黒田淳一郎委員(写真右)

中 良輔 委員（写真左）

山形直道委員長

（紹介）

●今年度、岡本会長の強調事項のひとつに

「ローターアクトへの支援」があります。本日は

岸和田RACから、黒田委員・中委員をお呼びして

本年度の活動報告を中心に発表して頂きます。

ローターアクトの若い力、熱い思いをを是非

聞いて頂き、また次回の9/16ローターアクト

例会にもお顔を出して頂けたらと思います。

我らロータリアンとローターアクトとの交流を

深め、彼らの成長を支えていきたいと思います

ので、よろしくお願いします。

●山形直道会員

本日、卓話を担当いたします。

●横谷哲郎会員

今日はウチの若いのがRACの発表をいたします。

今からハラハラしています。

毛利髙二クラブ会員奉仕委員長

●本日、クラブ会員奉仕部門の合同委員会を

例会終了後に行います。委員の方は事務局まで

ご参集下さい。



（福祉マップとは）国語辞典によれば「身体障害者や

高齢者が外出する際に役立つ情報を記載した地図。

車椅子でも利用しやすい施設やバリアフリーの状況、

エレベーター・点字ブロック・障害者用トイレの有無

などを表示。福祉地図。 」とのことです。

また、公衆電話の場所や歩行者支援信号の設置状況。

こういった情報もハンディキャップを持つ方には大切

な情報です。このように、バリアフリーの状況が分か

ればなおのこと便利だと思います。その上、地図とい

う形にすることによってどこの施設、どんな視点に

問題点があるのかがハッキリします。

形は違いますが、静岡県の浜松市、佐賀市など一部

の地域でも同様の取組みが行われています。愛知県の

碧南市では、中学生が総合学習の時間に取り組んでい

るそうです。ご参考までに、こちらが碧南中学校の生

徒が作成した福祉マップです。

（碧南中学校のマップを提示）

碧南中学校ではジャンル別のマップを作成しており、

１：交通マップ

２：公衆電話、公衆トイレマップ

３：公共施設・商店のバリアフリーマップ

などをインターネット上で公開しています。このよう

に印刷することも可能です（第１０回文部科学大臣奨

励賞受賞）。このような地図を作れば、その地図をも

とに岸和田のバリアフリーの状況を考える機会にもな

ると思います。既に取り組まれている事例のなかには、

福祉マップの作成によって地域の問題点が浮かび上が

り、歩行者支援信号の設置を進める契機となった事例

もあるようです。参考までに、ここ岸和田市には信号

は３３０機ほどあり内５０機ほどが歩行者支援信号で

あるとのことです。また、岸和田市には現在、公園が

大小合わせて２８０あります。そのうちトイレが設置

されているのが１２箇所。多目的トイレ（障がい者用

トイレ）が設置されているのは５箇所とのことです。

完成した福祉マップは、駅前や福祉施設などに置かせ

てもらったり、インターネット上で公開することで実

際に利用していただきます。実際に使用していただく

中で、さらに必要な情報や最新の情報への修正を進め

ていくつもりです。

もちろん、福祉マップを作ることが、私達の生活を

劇的に変えることはないのかもしれません。しかし、

ハンディキャップを持っている人もそうでない人も、

住みやすい町をつくっていくことを考えた時「何が問

題点なのかも分からない」今の状況は好ましくないと、

私は思います。岸和田にとって何か新しいことを始め

る、その第一歩を踏み出したのが「あぁ、やっぱり岸

和田ローターアクトだったか」と言われるような視点

や行動力を持って、岸和田ローターアクトは活動して

いきたいと思っています。

ご清聴、ありがとうございました。

そしてスタッフを集めることが出来たと思います。

9/15には泉大津ローターアクトクラブへのメーキャップ

を計画しています。

3つ目、久米田池清掃では、会員増強のために参加し

ている方にローターアクトクラブのチラシを配布しよ

うと考えています。その後に交流会も計画しています

ので、正式に内容が決まり次第、ご案内させて頂きます。

ロータリーの皆様も是非ともご参加ください。

4つ目、昨年度の市民フェスティバルでの献血＆バザ

ーでは「バルーンアートをお子様に提供し（お子様が）

遊んでいる間に親御様には献血をして頂く」という新

たな活動に取り組みました。お子様を呼び込む＝献血人

数を増やすことができ、成果を得ることができました。

今年度も何か新たな試みで人を呼ぶ事業を考えていき

たいと思っています。

最後に、今年も何か新たな事に取り組もう、と検討を

重ねておりますが、特に「孤児院や老人施設への訪問」

での貢献を考えております。アクトの目的でもある

奉仕を通じての親睦を実行したく、今年度も活動して

いきます。』

以上、炭谷会長からの報告を代読させて頂きました。

さて、私は日本生命の大野営業部長のご紹介で今期

から岸和田ローターアクトクラブに参加させていただい

ています。よろしくお願いいたします。

私にはアクトの活動で、やってみたいことがあります。

それは福祉マップを作ることです。皆さんは福祉マップ

をご存知でしょうか？ 例えば、車椅子の方が外を出歩

く際、自分達が使える多目的トイレがどこにあるかも分

からない。そんな状況で、車椅子の方たちが遠出をする

のは、かなりのストレスだと思いませんか？

トイレに限りません。市役所の入り口には車椅子用のス

ロープは用意されていただろうか、駅のホームにあがる

とき、エレベーターはあっただろうか、仮にエレベータ

ーがあったとして、そのエレベーターは車椅子で乗り降

りできる大きさだったろうか・・・？

改めて思い返してみると、分からないことが多いこと

に気付くと思います。そんな時に、例えば多目的トイレ

がどこにあるのか、スロープは用意されていたかエレベ

ーターはあるか。それらが分かる地図があったら、便利

ではないかと思います。それが福祉マップです。

岸和田RAC 黒田淳一郎委員



近隣クラブ卓話ご紹介

岸和田東ＲＣ ９月２５日（金）「未定」公立学校共済組合嵐山保養所

花のいえ支配人 広瀬一夫様

岸和田北ＲＣ ９月２２日（火）「例会休会」

岸和田南ＲＣ ９月２４日（木）「よもやま話」 中岸光義会員

（中委員報告）

岸和田ローターアクトクラブの中と申します。

よろしくお願いいたします。私は今年の５月から

岸和田ローターアクトクラブに参加させていただい

ております。参加した経緯は、同じ会社の先輩であ

る大野さんに誘われ、昨年のチャリティーコンサー

トを聞かせて頂き、そのときに本当に感動したこと

がきっかけでした。なにも無いゼロから、企画・実

行し１７０名もの観客を集め、すばらしい演奏で観

客を感動させていました。これを目の当たりして、

ぜひ岸和田ローターアクトクラブで何かを作り上げ

たいと思い参加を決めました。

そして、今年度は、私が中心に立って実施してい

きたいことがあります。

（中委員が「６秒ごとに手をたたく」パフォーマン

スを実施して）

実はアフリカでは今、手をたたいたペースで子ど

も１人が、病気や飢えで命が失われています。私に

は１歳半の子どもがいるので、この事実は本当に心

が痛くて、私たちは日本に生まれて良かったと実感

します。そこでふと耳にしたのが、ご存知の方もい

らっしゃると思いますが、ペットボトルのキャップ

を集めるとアフリカにワクチンを寄付することがで

きるということです。

最近では『エコキャップ活動』と言われているそ

うで、企業や学校などの団体で飲み終わったペット

ボトルのキャップを回収し、ＮＰＯ法人に渡すと

樹脂メーカーなどが、キャップを買取り、そのお金

でＮＰＯ法人がワクチンを買い世界に届ける。とい

う活動で、ペットボトルのキャップを集める「プレ

ーヤー」と、回収・リサイクルを支援する「サポー

ター」によって成り立つボランティア運動です。

なぜ ペットボトルのキャップなのかというと、

ペットボトルのキャップはこどもから大人まで誰でも

身近に活用しており、小さくて集めやすい、材質が均

一なのでリサイクルされやすいという理由です。

いったいどれくらいのキャップで、ワクチンに変えら

れるのかというと、８００個のキャップで、一人分の

ポリオワクチン（２０円）になります。

結核のワクチンであれば２８０個で１人分になります。

さらにこのペットボトルキャップはゴミとして焼却す

るとＣＯ２を発生させることになりますし、埋め立て

処分すると土壌を汚染し地球環境の破壊につながりま

すが、このエコキャップ運動でＣＯ２の削減効果もあ

り、地球環境保護にもなります。世界中にはワクチン

さえあれば命が助かる子どもたちが１日に約６０００

人もいるそうです。

キャップを一人で集めるとなると、なかなか８００

個という数は厳しいですので、私たちローターアクト

クラブは、この岸和田付近の企業や学校にペットボト

ルのキャップの収集をお願いし、岸和田中からペット

ボトルキャップを集め、この岸和田の町が、アフリカ

の子どもの命を救うというような活動にしていきたい

と考えています。「チリも積もれば山となる」といい

ますように、まさにペットボトルは身近なものであり

大人から子どもまで誰でも集める「プレーヤー」にな

ることができる画期的なボランティア活動だと思いま

す。１人でも多くの人に「プレーヤー」になっていた

だき、１人でも多くの子どもの命を救いたいと考えて

います。是非ここに集まられたロータリークラブの

方々にもプレーヤーになっていただき協力していただ

ければ幸いでございます。今後とも岸和田ローターア

クトクラブをよろしくお願いいたします。

ご清聴ありがとうございました。



SEPTEMBER～OCTOBER ２００９ ９月 新世代のための月間

Sunday      日 Monday 月 Tuesday 火 Wednesday 水 Thursday    木 Friday        金 Saturday    土

例会

「最近のｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ
事情」久禮三子雄
会員

RAC例会

職業奉仕委員長

会議

敬老の日 国民の休日 秋分の日

例会休会

例会

「ｲﾝﾄﾞ洋津波の記念
ﾎﾟｰﾙ85本建てまし
た」家村浩和様

RAC例会

例会

「職業奉仕の定義」
西明寺講治会員
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