
平成 21 年 9月 15 日 No.2037 H21.9.8 (No.2036) の例会記録 

今週の卓話 （9 月 15 日） 

次週の予定 （9 月 29 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告 

会員数 47 名 出席数 38名 欠席者 5 名 

特定免除 4 名 その他免除 0 名 

出席率 88.37％ 

前々回 8 月 25 日分 

ホームクラブの出席者 36 名 83.72％ 

メークアップの結果 40 名 

特定免除 4 名 その他免除 0 名 

欠席者 3 名 修正出席率 93.02％ 

ロータリーソング 

ニコニコ箱 

２００９年～２０１０年度 

国際ロータリーのテーマ 

ロータリーの未来は 
あなたの手の中に ジョン・ケニー 

国際ロータリー会長 

第２６６０地区 

大東ロータリークラブ 

■ 事務所 
〒574-0046 大東市赤井１丁目2-10 

ポップタウン住道本館４階 
T E L :０７２－８７５－１２００ 
F A X :０７２－８７５－０５９０ 
E-mail:office@daito-rc.org 
http://www.daito-rc.org/ 

■ 例会 
毎週火曜日 12 時 30 分～1時 30 分 
〒574-0076 大東市曙町 4-6 
大東市民会館 4階「大会議室」 
T E L :０７２－８７１－０００１ 

創立 1967 年 12 月 26日 
■ 会 長 谷中 清孝 
■ 幹 事 藤本 和俊 
■ 会報委員長 上田 正義 

◆4 つのテスト◆ 
言行はこれに照らしてから 
① 真実かどうか？ 
② みんなに公平か？ 
③ 好意と友情を深めるか？ 
④ みんなのためになるかどうか？ 

DAITO 
ROTARY 
CLUB WEEKLY BULLETIN 

OSAKA   JAPAN 

「日も風も星も」 「四つのテスト体操」 

・結婚記念日自祝 樋口 秀和 君 

・誕生日自祝 東村 正剛 君 

・９/5(日)小倉競馬場で九州唐津特別レースに 

ハジメレンヂャー号が優勝しました 池田 實 君 

・蝶ヶ岳(26677m)から常念岳(2857m)へ 

縦走してきました。 

有名山 60 座に達しました 田中 祥介 君 

・情報集会・野球大会 中村委員長ありがとう 

谷中 清孝 君 

「視覚障害者支援について」 
社会福祉法人 日本ライトハウス 

常務理事 橋本 照夫 氏 
小林 誉典 会員 

西垣 文雄 ガバナー補佐 

ゲストスピーカー 大阪桐蔭中学高等学校 
ＩＡＣ顧問 亀井 貴洋 先生 
インターアクター 佐藤 衣美 さん 

〃 山本 有香 さん



皆様、 おはようございます。 只今ご紹介いただきました、 

本年度大東ロータリークラブ会長をいたしております、谷 

中と申します。どうぞ宜しくお願いいたします。 

大東市スポーツ少年野球も本年度で３０回を迎えること 

が出来ました。これも一重に少年の皆様、指導者の方々、 

ご父兄の皆様のお陰だと感謝いたしております。 

野球というスポーツは日本に住む子供なら一度はやってみたい憧れのスポーツで 

す。私も小さい頃は憧れました。バットを振って球にあたったときの快感、難しいボ 

ールがクラブに入った時の達成感。走っている姿のカッコ良さ。 

それと同時に忍耐力も教わった気がします。 

残暑厳しい日が続いておりますが、 若い君たちにとっては何でもない事だとおもい 

ます。最後まで精一杯、日頃の成果を出していただきたいと思います。 

最後になりましたが、 大東ロータリークラブは地域の青少年奉仕と社会奉仕に４０ 

年間にわたり力を注いでおります。 

ここに居る君たちの中から、 先輩に続く素晴らしい選手がたくさん輩出することを 

期待いたしまして、ご挨拶といたします。 

◎ 社会奉仕委員会 田中 啓之 委員長 

１）兵庫県西北部豪雨災害の義援金は、35,000 円の寄付をいただきました。 

有難うございます。早々９月１日に 2680 地区へ振込みをさせて頂きました。 

２）続いて恐縮ですが、『台湾台風災害義援金』についてのお願いが、地区ガバナ 

ーより届いております。台風８号は台湾南部を襲い、記録的な大雨となってホ 

テルが河川に倒れる瞬間映像などが生々しく放送されました。 

引き続きで恐縮ですが、義援金のご協力をよろしくお願い致します。 

谷中 清孝 会長 会長の時間 

委員会報告



３）『平成２１年秋の全国交通安全運動』街頭キャンペーへの参加のお願い 

日 時：９月１８日（金） 

午前７時４５分～８時１５分 

場 所：ＪＲ住道駅前デッキ広場 

４）平成２１年度共同募金運動 

共同募金運動の一環としてのバッチ募金に協力させていただきます。 

後日、届きましたら会員皆様にお配りさせていただきます。 

◎ 青少年奉仕委員会 中村 眞也 委員長 

９月６日に行われました第 30 回大東ロータリークラブ旗争奪少年野球大会開会式 

にて大東市スポーツ少年団野球部会様より感謝状をいただきました。





「大東インターアクト創立 33 周年に因んで」 

田川 和見 インターアクト委員長 

大阪桐蔭中学高等学校 

ＩＡＣ顧問 亀井 貴洋 先生 

インターアクター 佐藤 衣美 さん 

山本 有香 さん 

《新入生歓迎会》 

去年の 6 月 1 日に信貴山のどか村で新入生歓迎会がありました。天気は晴れで、ま 

だ 6 月だというのに、半袖でも暑いくらいでした。その日、残念ながら相愛高等学校 

が学校行事のため参加できず、5 校のインターアクトクラブが集まりました。 

私は去年初めて参加したので、 ちゃんと皆と一緒に行動できるのかと朝から緊張し 

ていました。開会式の後、班に分かれた時、班の皆が全員初対面の人だったので、こ 

の時が一番緊張しました。しかし歩き始めて、ワイワイと話しながらハイキングを楽 

しみました。とても暑く、しんどい時もありましたが、班の皆と話しながら一時間半 

歩き続けることができました。 

ハイキングの後、昼食の蕎麦打ちをしました。話を聞いていると、とても難しそう 

で大丈夫かなと思いましたが、いざやってみると、班の人達と協力しあって、とても 

楽しかったです。そして出来上がった蕎麦を食べた時は、いつも私が食べていた蕎麦 

よりも美味しいと感じました。蕎麦粉から蕎麦を作るのはもちろん初めてで、皆で力 

を合わせてだからこそ美味しく感じたのだと思います。 

食事を終えた後、皆で吹き戻しゲームをしました。丸い輪を班の皆で吹き戻しを使 

って順に回していくというゲームでした。簡単そうで実はとても難しく、結構時間が 

かかってしまいましたが、それでもとても時間が早く感じました。吹き戻しゲームを 

終えた後、最後に集合写真を撮って皆とお別れしました。 

たった一日のことでしたが、とても楽しく、また皆で仲良くすることができ、とて 

も充実した一日でした。 

私は改めてインターアクトクラブに入って良かったなぁと思いました。 次にまた皆 

に会うのがとても楽しみです。 

《年次大会報告書》 

私たち大阪桐蔭中学校・高等学校インターアクト部は、2009 年 9 月 28 日金光八尾 

中学校・高等学校で行われた、年次大会に参加しました。 

今年度の年次大会では“できることから始めよう”をテーマに、私たちの身の回り 

にある「水」に注目した催しが行われました。 

まず始めに、 環境保全団体アクアフレンズの美濃原さんの記念講演を聞かせていた 

だきました。美濃原さんは、水質汚濁防止法が改定され私たち一人一人に、水を大切 
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にすることが求められていることや、今回の幹事校の金光八尾中学校・高等学校校舎 

のすぐ側に流れている玉串川についてや、 私たちが使用している水が何処から来てい 

るものなのかということについて、 とても丁寧に説明して下さり大変興味深く聞かせ 

ていただきました。 

また、私たちが生活している大阪の水が「おいしい」と多くの人に言ってもらえる 

ようになるためには、 私たち一人一人が関心を持たなければいけないということを改 

めて感じました。 

次に、玉串川に生息する生き物を見学しました。そこには 20 種類近くの魚やカニ 

が展示されており、 これらの生き物が全てすぐ近くの玉串川で捕獲されたと聞いた時 

はとても驚きました。玉串川は、一見何処にでも流れていそうな普通の川に見えてい 

たからです。 

これらの展示されている生き物と玉串川の水質についての説明を受けた後に、 実際 

に玉串川に入り清掃活動を行いました。一見、透き通って見える川底から次々に錆び 

た空缶や、折れた傘が出てきたことにはとてもショックを受け、心無い人がまだまだ 

居るということを実感しました。 

私たちは、川の水を生活用水として使っているのだから、その川に生息する生き物 

が住みやすい川の環境を維持するということは当たり前のことだと思うので、 もっと 

感謝の気持ちを持って水を使用すべきであると思いました。 

私たち人間が生きていく上でかかせない「水」について、この年次大会を通じて沢 

山考えさせられました。 このような機会を与えて下さった全ての方々に感謝したいと 

思います。水は勿論、環境全般について考えて行きたいと思います。 

《麻薬はアカン！》 

最近、過去最悪のペースで大学生などの大麻汚染が拡がっている。そんな中で 11 
月 16 日、 私は大阪府知事より大阪桐蔭インターアクトクラブが中心となって行った、 

麻薬撲滅活動が評価され感謝状を頂きました。 

大阪桐蔭が考えた「じゆう」 「じ」ぶんを大切に「ゆ」うわくに負けるな「う」る 

な買うなをモットーに、2 年間活動をしてきました。 

募金活動や海外研修なども行ってきた中で、 特に力を入れてきた麻薬撲滅活動が評 

価され、大阪桐蔭のインターアクトクラブで活動できたことを誇りに思います。 

大学では、この経験を生かして更なる活動を行い、将来の夢の実現に一歩ずつ前進 

したいと思います。今後、ぜひ後輩達にもこの活動を続けていってもらいたいです。 

先生方、ロータリークラブの皆さん、このような貴重な経験をさせて頂き本当にあり 

がとうございました。


