
平成 22 年 4月 6 日 No.2062 H22.3.30 (No.2061) の例会記録 

今週の卓話 （4 月 6 日） 

次週の予定 （4 月 14 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告 

会員数 47 名 出席数 40名 欠席者 1 名 

特定免除 6 名 その他免除 0 名 

出席率 97.56％ 

前々回 3 月 16 日分 

ホームクラブの出席者 40 名 93.02％ 

メークアップの結果 43 名 

特定免除 4 名 その他免除 0 名 

欠席者 0 名 修正出席率 100 ％ 

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 

「USA国歌」 「君が代」 「四つのテスト体操」 

・歩こう会（松井山手～住道） 

参加させていただきました 感謝 樋口 秀和 君 

・糸川氏はじめ大東中央 RC の皆様 

お世話になりました 感謝 谷中 清孝 君 

・ロータリー６人で松井山手より 

完歩しました 感謝 大西 寛治 君 

・早退お詫び 小川 芳男 君 

・早退お詫び 北本 良弘 君 

西垣 文雄 ガバナー補佐 

「春季家族会 」 

中 恒夫 職業奉仕委員長 

ゲスト 

大東中央ロータリークラブ 糸川 千恵子 氏 

〃 岩本 静江 氏 

〃 北田 宗男 氏 

大阪産業大学茶道部



皆様、こんにちは。先週は雨天が続き、寒 

い日が続きました。 昔は、「春雨（さみだれ） 

濡れていこう」と言う様な良い雰囲気の形容 

がありましたが、今の時流はそんな悠長な気 

分にはなれないかと思います。 

本日は、アメリカテキサス州からＧＳＥチ 

ーム６名が、当クラブの例会に出席していた 

だいております。どうぞ、ごゆっくりなさってください。 

先程は、糸川さんにお世話になり、ＧＳＥメンバーそして大東ロータリークラブメ 

ンバー共々、日本の伝統であります「茶の湯」の世界を勉強いたしました。 

本日この後、 パナソニックセンター大阪にＧＳＥメンバーと見学に行ってまいりま 

す。昨日は、大阪ガス泉北製造所ガス科学館へ、ブライアンマックス氏と行ってまい 

りました。有意義な時間を過ごしていただけたなら、私達ロータリアンにとって幸せ 

だと思います。 

昨日、今日と日本の昔の文化であります茶道、そして現代のガス、電気と見学して 

いただきました。 

ＧＳＥチームの団員の方におかれましては、 引続きＧＳＥプログラムが続きますが、 

お疲れが出ませんようにお祈り申し上げます。 
Hello everone! It had been rainy and cold weather last week. In old times 

people in Japan enjoyed and welcomed that kind of days which is not comfortab 
for their lives. In fact they created a good phras which shows a good effect of the 
bad weather in Japan. That is Samidare Nurete Iko! It means that let’s go and 
enjoy in an early spring rain. But now it is getting difficult for us to do it. Today 
we welcome six members of GSE,ourcollegues from Texas,the USA. A little time 
ago,we experienced the world of Japanese tea ceremony the representaiue 
calture of Japan thanks to Mrs.Itokawa . 

After this meeting we go to Osaka Panasonic center with GSE members. 
Yesterday we went to Science Museu of Osaka Gas with Mr. Bryan McMath. We 
could introduced them to the old culture and the new field of Japan. I wish all 
GSE members have a wonderful and meaningful time in Japan. Lastly, I would 
like to appreciate our member’s kindness. Thank you very much. 

谷中 清孝 会長 会長の時間



「 200910 年度 国際ロータリー研究グループ」 

佐藤 多加志 雑誌委員長 

先週の卓話







時　刻 摘　　要 

１７：３０ 受付 各クラブ 

Ｓ.Ａ.Ａ 大東中央ＲＣ 高野邦博ＳＡＡ 

１７：４５ 食事開始 

１８：００ 開会点鐘 大東中央ＲＣ 樋口光弘会長 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

ロータリー体操 「R-O-T-A-R-Y」 

友愛の握手 

来客紹介 大東中央ＲＣ 岩本静江親睦活動委員長 

会長の時間 大東中央ＲＣ 樋口光弘会長 

諸報告 大東ＲＣ 出席報告 

四條畷ＲＣ 幹事報告 

大東中央ＲＣ その他 

卓話 　大川真一郎 氏（大東ＲＣ） 

１９：１５ 閉会点鐘 大東中央ＲＣ 樋口光弘会長 

３クラブ合同例会　開催スケジュール表 

内　　訳 

開催日時　　 2010年 4月 21日（水）18:00

　 開催場所　　  　ホテル阪奈

　 ホストクラブ  　大東中央ロータリークラブ


