
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 22年 6 月 15 日  No.2070   H22.6.8 (No.2069) の例会記録 

 今週の卓話  （6 月 15 日） 

次週の予定  （6 月 22 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告 

会員数  47名 出席数 39名 欠席者 3名 

特定免除  5名 その他免除  0名 

出席率 92.86％ 

 

前々回 5月 25日分 

ホームクラブの出席者 34名   79.07％ 

メークアップの結果  42名 

特定免除  4名  その他免除    0名 

欠席者    1名  修正出席率  97.67 ％ 

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？ 
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  「手に手つないで」 「四つのテスト体操」 

「 今年度の実績報告と反省 」 

各委員長・会計・Ｓ.Ａ.Ａ 

・結婚記念日自祝         森山 信一 君 

・結婚記念日自祝         中村 眞也 君 

・樋口先生 写真有難うございます  中原  毅 君 

・樋口先生 写真有難うございます  髙島  登 君 

・早退お詫び           佐藤多加志 君 

・メークアップ無お詫び      東村 正剛 君 

「 今年度の実績報告と反省 」 

各奉仕委員長 



 

 

 

 

 

皆様、こんにちは。先週、鳩山首相の突然

の辞任により、民主党の代表選挙が行われ

ました。結果は、菅 直人新代表が誕生し

たわけですが、我が大阪１２区で初めての

代表戦に出馬され苦戦された樽床伸二でし

たが、今回国対委員長になられ党三役に就

かれました。国対委員長と申しますと、ロ

ータリークラブで例えると多分ＳＡＡと良

く似た役割だと思います。とにかく我が地

域の代表として国政に頑張っていただきた

いと思います。 

今週は、梅田東ロータリークラブの会長からお誘いを受け、梅田東ＲＣ例会に出席

してまいります。 

梅田東ＲＣでは、年３回会長が著名人の方に卓話をお願いするそうです。講演料は

毎年予算計上され３万円と決まっているそうです。今年度は福本豊氏を呼ばれ、６月

１１日の例会にはゴルフの杉原輝男氏が卓話をされます。私も藤本幹事と出席してま

いりたいと思います。 

我が大東ロータリークラブも次年度事業そして会議などが進んでおります。次週か

らは各委員会の実績報告が始まります。各委員長は大変だと思いますが、将来に向け

たクラブの有り方を考えながら報告していただけたらと思います。 

最後になりますが、これから暑い日がやってまいります。メンバー各位におかれま

しては、御身体を御自愛いただき、元気で毎週の例会に出席されることを期待申し上

げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長の時間 谷中 清孝 会長 



 

 

◎ インターアクト委員会                田川 和見 委員長 

 

６月６日に大阪府立羽衣青尐年センターにおいてＲＩ第２６６０地区ＩＡＣ新入

生歓迎会が行われました。 

当日は晴天に恵まれ、新入生達と共にウォークラリーやバーベキューなどで大いに

親睦を深める事が出来ました。 

これを機に、充実した海外研修や年次大会、各校の奉仕活動の活発化につながれば

と思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ インターアクト委員会            次年度 中野 秀一 委員長 

 

《インターアクトクラブ例会》 

日 時：２０１０年７月１６日（金） 午後５時～ 

場 所：大阪桐蔭本館（外環西側） １階 会議室 

登録料：3,000 円 

 

 

◎ 青尐年奉仕委員会              次年度 橋本 正幸 委員長 

 

《第２６回四條畷警察署管内中学生対抗剣道大会》 

日 時：２０１０年７月２２日（木） 

    準  備 ＡＭ１０：３０～ 

    剣道大会 ＰＭ９１：００～ 

場 所：大東市民体育館 

委員会報告 



 

 

「 文 化 と ス ポ ー ツ 」 

 

岡本 日出士 会員 

 

今日は、「文化とスポーツ」をテーマにお話さ

せていただきます。 

大東市域には太古の昔から人々が暮らし、

様々な伝説や昔話が残り、そして生活に密着し

た行事や祭りがありました。伝説・昔話として

は、龍間の地名の由来にもなっている「龍王伝

説」や、レンコンの栽培が盛んだった旧南郷村

に伝わる「双蓮の話」、清尐納言の「枕草子」

にも記されている「勿入渕（なりいそのふち）」

にまつわる大蛇の伝説などがあります。 

また、江戸時代元禄期には、当時の庶民文化の代表である人形浄瑠璃の近松門左衛

門「女殺油地獄（おんなごろしあぶらのじごく）」や、近松半二「新版歌祭文（しん

ばんうたざいもん）」野崎村の段（お染久松の悲恋物語）の舞台として、野崎観音が

登場します。大東市は歴史的にも、人々の営みから生まれた文化が息づいてきた地域

であるといえます。 

野崎参りの賑わいは今も変わることなく、また市内各地域では、夏には盆踊り大会、

秋にはだんじり祭り、冬にはとんどが盛んに行われるなど、この時代にあっても地域

で伝統文化が継承されていることを肌で感じられ、市としても誇れるものだと思って

います。 

このように伝統文化が継承される一方で、新しい文化もどんどん生まれてきていま

す。「生涯学習」や「生涯スポーツ」という言葉が使われて久しくなりますが、市民

一人一人の生涯学習が連携し合い、新たな文化を生み出しています。 

生涯学習というのは、分野を問いません。語学でも、絵画でも、蕎麦打ちでも、畑

での野菜作りでも何でもいいのです。自分が興味を持ったことについて、本を読んで

みる、それだけでも生涯学習の第一歩です。 

次に公民館などで行われている講座に参加してみる、そこで同じことに興味を持つ

人達と出会い、サークルを作り、月に１～２回集まって一緒に学んだり活動したりす

る、ここまで行けばもう新たな市民文化を生み出していると言っても良いのではない

先週の卓話 



でしょうか。 

この様にして活動が大きくなっていき、やがてはＮＰＯの設立に至ることもありま

す。そして、私ども行政のパートナーとなり、市政に貢献していただいている団体も

あります。そこまで至らなくても、市民一人一人が自分の興味のある活動に勤しんで

いただく、これだけで十分に価値のあることです。 

成人した人間にとって仕事をするということは、生活の糧を得るため、また自己実

現のために非常に大切なことですが、それに加えて仕事とは別の生甲斐を持つことも

大切だと私は考えます。 

今は、ワーク・ライフ・バランスという言葉がありますが、仕事以外にも没頭でき

ることがあるというのは仕事に対しても良い影響を与えると思います。 

大東市の文化施設として主要なものに、総合文化センター（文化ホール・歴史民族

資料館・中央図書館・公民館）、西部図書館、生涯学習センター「アクロス」があり

ますが、お陰様でこれらの施設は、市民の自主的なサークル活動、また各種催しの会

場として広く利用していただいています。特にアクロスは年々利用者数が伸びていま

す（Ｈ20 年度 44,414 人→Ｈ21 年度 46,329 人）。 

図書館については、住民一人当たりの蔵書冊数が、大東市は大阪府内４３団体中３

５位（1.80 冊）と低いのが現状です（Ｈ20 年度大阪府統計年鑑）。これからの四条小

学校の跡地を利用した東部図書館の整備に着手し、蔵書冊数を増やそうとしています。 

スポーツ施設としましては、市民体育館、市立テニスコート、龍間運動広場がある

ほか、昨年２月には大阪産業大学の「ウェルネス２００８」内に、市民が運営に参画

する「いきいき大東スポーツクラブ」がスタートしています。このクラブの特徴は、

医師や健康運動指導士など専門家の助言のもと、生活習慣病の改善など「健康づくり」

ができることです。クラブの会員数は現在（5 月 26 日現在）１９３人ですが、今後

より多くの市民にクラブ運営に参画していただき、より市民のニーズを反映したクラ

ブにしていただきたいと考えています。 

この他、生涯スポーツの推進のために市の体育指導委員が中心となって取り組んで

いただいているのが「ニュースポーツ」です。ニュースポーツは、技術やルールが比

較的簡単で、それぞれの体力に応じて誰もが気軽に楽しむことができるスポーツです。

障害者、高齢者、子供が一緒に参加することもできます。カローリングやペタンクは

最近では良く知られているのではないでしょうか。 

本市で毎年夏に開催している「ニュースポーツフェスティバル」では、指導員のも

と１５種類ものニュースポーツを体験することができます。高齢化社会にあって、ニ

ュースポーツは今後益々普及していくと思います。 



私は、市民の皆さんに是非文化・スポーツ活動に励んでいただき、友人を作り、生

き生きと暮らして欲しいと思います。高齢者にとっては健康維持や認知症予防にも繋

がります。 

大東市を「文化とスポーツの盛んなまち」と自信を持って言える、そんなまちにし

たいと考えています。 

 

 

大東市立文化センター 

サーティホール 

大東市立歴史民族資料館 

大東市立中央図書館 

大東市立テニスコート 

龍間運動広場 


