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District 2660

代表挨拶

関西四地区交流会
2016 年 11 月 13 日に 2680（兵庫）地区ホストのもと
2016-2017 年度

関西四地区交流会が開催されました！

国際ロータリー第 2660 地区
地区ローターアクト代表

大角 慶規
2016-2017 年度もあっという間に半分が過ぎ、ついに下半期です。
各クラブの皆様におかれましては、地区運営の中で多方面でご協力を頂き、誠に感謝申し上げます。
今年も 1 月から毎月のように地区行事があり、RAC 活動盛り沢山でございます。
手始めに地区連絡協議会、そこから第2回地区献血や世界 RACDAYなど
あわただしい日々が始まります。

関西四地区交流会とは、毎年 2640（大阪南部・和歌山）地区、
2650（福井・滋賀・京都・奈良）地区、2660（大阪北部）地区、
2680（兵庫）地区という四つの地区のアクターが集う一大行事です。
ラッセホールに集まった参加者は 200 名を超えており、かつてないほどの盛会ぶりでした。

大会テーマを「兵庫で食べよう！兵庫で歌おう！」
そして、今年は他地区の取組みを学び、「クロスプロモーション」に取り組みます。
まだ今回は試作段階ではありますが、青少年奉仕プログラムの交流の促進と活性化をはかるため、
3月26日に講師いいむろなおき様をお呼びし行います。ぜひご参加ください。

とされており、兵庫県を存分に感じることができる内容でした。
また、今回は横のつながりをとても大切にされていて、
地区を超えた交流も盛んに行われました。

また、1月を過ぎると各クラブ次年度に向けての準備も始めていることと思います。
段取り八分。準備が非常に大事です。早め早めに計画を立ててください。
後輩会員の育成には、是非自らが楽しんで、それぞれが面白さを発信してください。
これからも国際ロータリー第 2660 地区ローターアクトを盛り上げられるよう、
地区役員で力を合わせて精進していく所存です。
どうぞ残り約5ヶ月、よろしくお願い申し上げます。
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なかなか会えない距離の人でも、友だちになれる。
ローターアクトの醍醐味の一つですね♪
皆さんも、機会があればぜひ地区外の仲間にも
会いにいってみてくださいね！！

阪東 RAC）
長の野村さん（大
年次大会実行委員
を全力で PR ！
当地区の年次大会
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２月２６日 第２回地区献血のご案内 各地点の目標と担当時間割
日

時

2017年2月26日
（日）※雨天決行

集合9：50

開会10：00

閉会16：00（予定）

※17:30〜梅田周辺で懇親会を開催致します。
※クラブごとに時間と場所が割り振られています。一部の時間の参加でも構いません。

地点

難波

大日

京橋

樟葉

梅田

10：00-13：00

大阪南

守口・茨木

大阪淀川・大阪中央

池田

吹田

12：00-15：00

大阪天満橋

寝屋川

大阪東

大阪西

大阪西南

13：00-16：00

東大阪

大阪

大阪御堂筋本町

枚方・関西大学

大阪北

70人

65人

80人

70人

65人

宮田・藁科

三窪・藤田

松久

大明・小林

時間

目標採血（計350人）
担当地区役員

場

所

①難波バス停横 ②イオン大日 ③京橋駅
④樟葉駅 ⑤梅田ＨＥＰ前（←新地点）

ホストクラブ会長コメント
大阪梅田ローターアクトクラブ 会長

内

容

①400ml献血の実施
②街頭での一般の方への献血の呼びかけ､ＰＲ
③ローターアクト活動のＰＲ
注意事項
①献血にご協力願います。
（献血はPR時間外でお願いいたします。）
②ＲＣ･ＲＡＣの方は､当日の参加人数を確認いたします｡
恐れ入りますが､必ず当日の受付登録をお済ませください｡
※現在、医療現場では400mlの需要が高まっている為、今回は400mlでお願いします。
登録締切

2月14日
（火）

登録受付先

2016-2017年度 大阪梅田ローターアクトクラブ幹事

クラブメール：umeda@2660rac.org ／ 携
ホストクラブ

2016-2017年度

ホスト提唱クラブ
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2016-2017年度

越しを
お
の
！
皆様
ます！
り
お
して
お待ち

帯 : 090-9615-7776

大阪梅田ロータリークラブ会長

山下

弘志

三好

庸隆

山下弘志

第2回地区献血ホスト大阪梅田ローターアクトクラブで会長をさせていただいてる山下です。
今回の献血では、今までに使われたことのない紹介状というものを使い、採血者数を増やそう
という試みがあります。
この紹介状は、赤十字社様より作成していただいており、赤十字社様としても、現状まだ実績を出し
ていない段階のものとなっております。
今回の献血でローターアクトクラブがどのように紹介状を使い、どれくらい採血者数を増やしたのか、
ということが注目されることになり、今後他のボランティア団体等に対するモデルケースとして開示
されます。
皆様のご協力を承り、採血者数の確保ができれば、今回の献血だけでなく他の団体でも紹介状が使われ、
採血者数がより一層確保されるようになるということが予想されます。
お手数をおかけいたしますが、何卒ご協力をよろしくお願いいたします。
また、私事ではございますが、勤務地の都合により、2月いっぱいで私山下はローターアクトクラブを
辞めることになっております。
最後のローターアクトクラブの活動としての献血を良い締め括りにできれば、と考えております。
重ねてお願いを申し上げます。よろしくお願いいたします。

柴田 侑磨

大阪梅田ローターアクトクラブ会長

高橋

紹介状
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３月２６日 青少年奉仕クロスプロモーションのご案内
日

時

2017年3月26日(日)

（第１部）本講演
（第２部）交流会
場

所

内

容

開会点鐘
開会点鐘

13:00
16:30

難波御堂筋ホール

受付開始

12:30〜

閉会点鐘 16:10（予定）
閉会点鐘 17:30（予定）

ホール9A

企画背景

〜クロスプロモーションとは〜

青少年奉仕プログラムであるローターアクト・インターアクト・ライラ・青少年交換プログラム、
そしてロータリーが一同に会し、互いの活動の報告をしたり、一つのプログラムを体験し、
交流を図ります。近隣の2680地区では、3年前から実施されており、
その活動を参考に今回、
青少年奉仕プログラム間の相互理解・相互の交流を推進し、地区内の青少年奉仕プログラム
をより活性化させるため企画しました。

（本講演）青少年奉仕プログラムの紹介、

メインプログラム 「ノンバーバルコミュニケーション」

講師紹介

いいむろなおき 氏

講師：いいむろ なおき氏
マイム俳優・演出家・振付家

（交流会）本講演後は、参加者で交流会を行います。

兵庫県立宝塚北高等学校演劇科卒業。1991年渡仏。

こちらも参加できる方は是非ご参加下さい。

パリ市マルセル・マルソー国際マイム学院入学。

参加対象者

1994年同学院卒業後、ニデルメイエ国立音楽院コンテンポラリーダンス科最上級クラス入学。

青少年奉仕プログラム受講者（ローターアクト、
インターアクト、RYLA経験者等）

録

料

登録締切

RAC(OB/OG含む)：500円

RC：1,000円

フランスと日本でマイム、パントマイム、
ダンスなどの公演活動やワークショップを行う。
1998年、拠点をフランスから日本に移し、
「いいむろなおきマイムカンパニー」の名称で活動開始。

ロータリアン、青少年奉仕プログラムに興味がある方
登

翌年、審査員全員一致による金賞で首席卒業。

RC,RAC以外：無料

2017年2月28日(火)

舞台公演、
ワークショップや外部指導、マイム演出、海外フェスティバルへの参加等、幅広く活動中。
スタイリッシュで洗練されたスピード感あふれる舞台をテーマとしながら、常に笑いを忘れない作風は、
まさに「関西生まれのおフランス育ち」。

登 録 先
2016-2017年度

国際ロータリー第2660地区ローターアクト 地区幹事 松久曜子

メール：yakuin@2660rac.org

・2000年
・2000年
・2005年
・2009年
・2009年
・2011年

平成12年度大阪府舞台芸術奨励新人
平成12年度大阪文化祭賞受賞
平成17年度文化庁新進芸術家海外留学制度研修員
第3回世界デルフィックゲーム大会[即興マイム部門]金メダル受賞
神戸ビエンナーレ2009「大道芸コンペティション部門」特別賞受賞
平成23年度兵庫県芸術奨励賞受賞
（マイム俳優いいむろなおきオフィシャルサイトより引用）
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２． 記念誌作成と PR カード配布中！
進捗状況のご紹介です！
大阪東ローターアクトクラブより地区年次大会のお知らせと進捗状況のご紹介です！
記念誌は現在基本レイアウトが完成しています。表紙デザインは「発」

日時 ： 2017 年 5 月 21 日 ( 日 ) 12 ： 30 ～ 20 ： 00

旗の青色をイメージカラーにする予定です。各クラブへは一年間の活動

場所 ： グランキューブ大阪 10F

報告や一押し新人を紹介していただくページの作成を依頼いたします。

本大会 ： 1003 会議室

またイベント PR のためのカードもデザインをホストクラブ側で作成し、

懇親会 ：1001-1002 会議室

他地区やロータリアン向けに配布しています。

ホストクラブ： 大阪東ローターアクトクラブ

PR カードは「大阪感」を全面に押し出すため、安直ですが食い倒れ人
形の縞模様をモチーフに作りました。PR カードを積極的に配布して登
録者総数 400 人を目標に頑張っていきます。

１． 年次大会会場準備中！

３． メインプログラム進行中！
今年度ホストクラブである大阪東 RAC では年次大会のメインプログラムとして 2660 地区ローターアク
トに関わる方々のアイデンティティを発信できる場を提供しようと考え、あなただからできること「星
くず」集めを進めています。
メールでの提供依頼と、2660 地区内の RAC18 クラブに関しては大阪東 RAC 会員が例会に参加して説
明およびその場での収集を行っています。
おかげさまで 2660 地区が持つたくさんの「可能性」が続々と集まっています。メインプログラムを通

会場担当班ではグランキューブ大阪との打ち合わせを兼ねた下見を計 4 回実施しています。

じて 2660 地区の可能性をもっともっと大きなものにしていきたいと考えています。

まず規模や立地・予算等を考慮し会場を決め、選定後は前・今年度ローターアクト委員長と共に、

本大会でのプログラムと編纂し冊子化した星くずリスト、皆さんから収集した写真がどのような「発」

会場を下見に行き、疑問点や懸念等を洗い出しました。

×「信」ツールとなるのかにご期待ください！

地区役員との下見では、チェックリストに基づいて設備面を確認しました。
直近では東メンバーの意識を高めるため役割に応じた確認を実施しました。

その他情報は今後

今後は座席レイアウトや当日の対応の仕方等細かい部分を決め

地区フェイスブックページの

皆様が快適に過ごせる会場づくりをしていく予定です。

大会イベントページを通じて
ホストより随時
発信していきます。
ぜひご覧ください！
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2/19

池田ローターアクトクラブ
創立45周年記念式典

式典テーマ『イケイケダ！』
【池田】と【イケイケ】をかけました。
【イケイケ】という言葉の中には、元気に進んでいく「行け行け！」や、
イケているという「イケている」の意味を込めています。
これは現池田 RAC が会員の約 8 割が入会 1 年ほどの新入会員であり、
フレッシュさをアピールすると共に、創立 45 周年という歴史を踏まえ、
これからも池田 RAC を盛り上げていくぞ！という想いでこのテーマに致しました。
メインプログラムは池田市障害者団体「池田市手をつなぐ親の会」の会長をお招きし、
団体の現状などのお話をしていただき、
会の家族の方と一緒にジャズ体操を披露させて頂きます。
皆さまお誘いあわせの上ご参加いただきますよう、よろしくお願い致します♪

《詳細》
日時：2017 年 2 月 19 日（日）
登録開始 14：30 開会 15：00 閉会 17：00
場所：池田市民文化会館（コンベンションルーム）
大阪府池田市天神 1-7-1
《登録料》
RC：7000 円

RAC：4500 円

OB/OG：6000 円

《登録先/問い合わせ先》
池田ローターアクトクラブ

田嶋野乃花

45ikeda@gmail.com

今年度唯一の周年式典です！
池田をみんなで盛り上げましょう！

どうしたら
よい式典になるかな？？
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国際ロータリー 2660 地区ローターアクト
クラブ紹介
当 地 区 の ロ ー タ ー ア ク ト ク ラ ブ は全 19 クラブあり、

大阪南ロータアーアクトクラブ
大阪南 RAC は現在会員 15 名。
個性あふれるメンバーが集い、第 2・第 4 火曜日に活動を行っています。
美味しいご飯を囲みながら、楽しく有意義な時間を過ごしましょう♪

その中でも大阪北ゾーン・大阪南ゾーンと分かれております。
今回は、南ゾーン 8 クラブをご紹介します！！
大阪西南ローターアクトクラブ
若い会員が多く、勢いがあり熱い気持ちも持ち合わせているので
第２の青春を味わえるクラブです。

東大阪ローターアクトクラブ
今年度から、やっと東大阪市で例会ができるようになった
東大阪ローターアクトクラブです。
クラブターゲットは、
『Let's go ﬁnd it ！』
たくさんの発見に出会える１年にします！

第 2.4 木曜日 19 時 30 分〜長堀橋で例会をしていますので
是非とも遊びに来て下さい。

大阪天満橋ローターアクトクラブ
今年度は「今の自分を知って、一歩二歩前に進む」をクラブターゲットに、

大阪ローターアクトクラブ

無理せず協力しあって、個性を生かしながら、楽しく目標に向けて
挑戦していきます。

大阪 RAC の特徴は会員の多くが企業派遣により構成されている点です。
それぞれの個性を生かしながら、例会や社会奉仕活動を行っています。

大阪淀川ローターアクトクラブ
大阪淀川ローターアクトクラブは
毎月第 1・第 3 水曜日 19：30 〜 21：00、

大阪東ローターアクトクラブ

大阪市中央公会堂での例会を基本として活動しています。

昨年度 13 名の新入会員を迎える等、魅力抜群です！
みんなの時間を「Respect」出来るメンバーが集い、
お互いに「信」頼し、
「信」頼される関係を築いています！
そんな大阪東 RAC へ遊びに来てください！

大阪御堂筋本町ローターアクトクラブ
国内だけでなく、海外への奉仕活動にも力を入れています！
会員同士の仲も深まる活動も多く、楽しんで奉仕活動を行っています。
幅広い奉仕活動ができる大阪御堂筋本町ローターアクトクラブ！
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♪

ょう
！
きまし
５ヶ月
走りぬ
残り約
て
せ
あわ
で力を
みんな
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ゾーン別行事

Welcome to Rotaract!!!
各クラブに新しく入会されました新人メンバーです！

毎年、ローターアクトの活動を楽しみながら、体感し理解してもらうことを目標に、

この機会にぜひ顔と名前を覚えていただき、

入会して間もない新人に行事を企画、運営してもらうこの行事。

行事ごとなどでお話しいただければと思います！

はたして今年はどんな内容になるのか今から楽しみです♪

東大阪ローターアクトクラブ

大阪東ローターアクトクラブ

オガタ

ユウスケ

イリエ

緒方

祐介

入江

タクヤ

わからないことが多いですが

若者らしく

頑張ります！

元気に頑張ります！
よろしくお願いします！

大阪西南ローターアクトクラブ

大阪西南ローターアクトクラブ

ササガ

ケンシロウ

フィリピク アリエル フランシスコ

笹賀

健志朗

Filipic Ariel Francisco

出過ぎた杭になる！

日時：４月上旬土曜日もしくは日曜日

匠哉

ーン
ゾ
北
阪

大

タ

ェス
フ
楽
北

ゾーン

大阪南

南の祭

岡本

チヨエ

千代恵

半日程度の旅行プランを作成し、実施します！！

日時：2017 年 2 月 18 日

見つける！

オカモト

「 奉仕 × 旅行 」奉仕活動を織り交ぜた
乞うご期待！！

日本で沢山仲間を

大阪西南ローターアクトクラブ

場所：未定

場所：社会医療法人

きつこう会

今年、真田丸で盛り上がった大阪。
南の祭をきっかけに南ゾーン８クラブの垣根を取り払って
親睦を深め、さらに大阪を盛り上げていきましょう！

臆せず挑戦！
いろいろ学んで、人としての
幅を広げたいです。

きましょう！

一緒にがんばってい

チームに分かれて様々な競技に挑んでいただきます。大阪
冬の陣を制するのははたしてどのチームでしょうか！
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