
平成 22 年 9月 28 日 No.2084 H22.9.21 (No.2083) の例会記録 

今週の卓話 （9 月 28 日） 

次週の予定 （10 月 5 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告 

会員数 44 名 出席数 34名 欠席者 3 名 

特定免除 7 名 その他免除 0 名 

出席率 93.18％ 

前々回 9 月 7 日分 

ホームクラブの出席者 35 名 95.45％ 

メークアップの結果 37 名 

特定免除 7 名 その他免除 0 名 

欠席者 0 名 修正出席率 100.00％ 

ロータリーソング 

ニコニコ箱 

「 それでこそロータリー 」 「 四つのテスト体操 」 

・入会記念日自祝 角井 吉彦 君 

・野球大会参加 感謝 橋本 正幸 君 

・ガバナー公式訪問 ガバナー 松本 新太郎 氏 

・早退お詫び 成田 隆志 君 

２０１０年～２０１１年度 

国際ロータリーのテーマ 

地域を育み 

大陸をつなぐ レイ・クリンギンスミス 

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 加藤 敏明 
■幹 事 中原 毅 
■会報委員長 小林 誉典 

◆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 

「 秋の家族会 山口県 」 

田川 和見 親睦委員長 

「 あかりのエコアイデア ＬＥＤについて 」 

中 恒夫 会員 

ゲスト 

第 2660 地区ガバナー 松本 新太郎 氏 

八尾ロータリークラブ 池尻 誠 氏



皆様、こんにちは。 

本日は、地区ガバナー 松本 新太郎様をお迎えして 

の例会です。 

近年は３クラブ合同例会でしたが、今年は１クラブご 

とに回って来られています。 

まず、ガバナーのプロフィールをご紹介いたします。 

松本 新太郎 （まつもと しんたろう） 

生年月日 1938 年１月５日 

勤務地 松本油脂製薬株式会社 

所在地 〒5810075 
八尾市渋川町 213 

経 歴 1962 年 甲南大学経済学部卒業 
1962 年 東洋敷物株式会社入社 
1964 年 日商岩井株式会社入社 
1966 年 松本油脂製薬株式会社入社 
1978 年 同 専務取締役 
2008 年 同 取締役相談役 現在に至る 

職業分類 界面活性剤製造販売 

ロータリー歴 1976 年 5 月 八尾 RC 入会 
1979～1980 年度 広報委員会 
1983～1984 年度 国際奉仕委員長 
1984～1985 年度 幹事 
1991～1992 年度 職業奉仕委員長 
1992～1993 年度 副会長 
1995～1996 年度 会長エレクト 
1996～1997 年度 会長 
1997～1998 年度 親睦活動委員長 
1998～1999 年度 無任所理事 

その他 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 

べネファクター 

米山功労者（マルチプル） 

加藤 敏明 会長 会長の時間



地区テーマ 『ロータリークラブについてもう一度考えてみませんか』として、 

次の 7 項目を掲げています。 
1. 会長と会員のリーダーシップに期待します 
2. クラブの活性化と相互交流を推進します 

（例会出席こそ最大のクラブ奉仕） 
3. 若者を育み世代をつなぎます 
4. 新しい仲間を増やします 
5. 健康と倹約に留意します 
6. 自分にできる奉仕をもう一度考えてみます 
7. 寄付について：ポリオ撲滅に 3,000 円、ロータリー財団へ 130 ドル、米山記 

念奨学金に 20,000 円 

◎職業奉仕委員会 小川 芳男 委員長 

10 月１2 日（火曜日）6：00 からまんま家において 

情報集会を開催いたします。皆様のご参加をお待ちい 

たしております。 

また 10 月は、 例年通り職業奉仕委員会の事業として 

堀部会員のご協力により（脳ドック・人間ドック・PET 
診断）を受け付けます。 

本年は、小林会員のご協力もいただき、眼科検診も 

おこないます。 

毎週火曜日の PM3：30 からを中心に 10 月中を期間としております。 

受付の所に申し込み表を置きますので、何よりも大切な健康を維持するために、 

皆様のご参加をお待ちしております。 

皆様のご協力、よろしく御願い致します。 

委員会報告



◎青少年奉仕委員会 橋本 正幸 委員長 

３位決定戦 オール住道５ ＶＳ １泉ジャガーズ 

優 勝 戦 ジュニアサンダース７ ＶＳ ５四條北ヤンキース 

９月２０日大東公園において、ロータリアンが見守る 

中、第３１回ロータリー旗争奪少年野球大会の決勝が行 

われました。１２チームの頂点を目指し対戦するのは、 

氷野小学校区が中心となったジュニアサンダースと四條 

地区の四条北ヤンキースの間で行われました。 

試合は３回までに５点を取得したヤンキースが主導権 

を握り一方的な対戦かと思われました。迎えた５回表４ 

点を追うサンダースの攻撃は、ノーアウト満塁でホームランを放ち同点とし、さら 

に攻撃を続け２点を追加してこの回一挙６点を取って試合を決めました。制限時間 

１００分という短い戦いでしたが、前半後半でそれぞれ見せ場を作り白熱した展開 

で、あっという間の対戦でした。 

中原幹事の挨拶では、チームワークを基に素晴らしい対戦でした。このチームワ 

ークを今後の学生生活、社会人生活に生かして欲しいと講評をされました。 

決勝戦の前に行われた３位決定戦では、角井会員の孫さんが主将として率いるオ 

ール住道チームが泉ジャガーズに５対１で勝利し３位となりました。 

◎歩こう会 

１０月９日（土）に歩こう会を開催いたします。行先な 

どは未定ですが、多数の参加をよろしくお願いいたします。 

詳細などが決まりましたら、お知らせいたします。







「ガ バ ナ ー 公 式 訪 問」 

国際ロータリー第 2660 地区 ガバナー 松本新太郎 

本日は「公式訪問」としておじゃまする機会をい 

ただき、大変うれしく思っております。さて皆様 

には日頃より、ロータリー活動に様々な形でご尽 

力いただいており、誠にありがとうございます。 

また第 2660 地区の活動にも多大なるご協力を賜 

り、この場をお借りして感謝申し上げます。皆様 

にはこれからもクラブ事業に、そして地区の活動 

にも、存分にそのパワーを発揮していただきます 

ことを期待しております。 
100 年以上の歴史を誇るＲＣにおいて、今年度の 

一年間はわずか１小節に過ぎません。私は微力ながらその１小節に全力を集中し、精 

一杯タクトを振ってまいりたいと考えておりますので、皆様もお一人おひとりの「音」 

を発していただきますよう、お願い申し上げます。 

さて皆様もすでにご承知の通り、本年度のＲＩのテーマは「地域を育み、大陸をつ 

なぐ」です。レイ・クリンギンスミス会長は当初、実行目標として次の８項目を掲げ 

られました。１）平和と、紛争の予防と解決、２）疾病予防と治療、３）水と衛生設 

備、４）母子の健康、５）基本的教育と識字率向上、６）経済と地域社会の発展、７） 

ポリオ撲滅、８）ロータリー財団への支援。 

以上の８項目ですが、実はこれが今年度の「すべて」ではありません。RI 会長の 

熱い思いはその後も、さらに進化を続けています。RI の規定審議会では今年４月、 

第５番目の奉仕部門として「新世代」が追加されました。また会長は RI の新しいビ 

ジョン「より大きく、豊かで、大胆に」を打ち出されました。さらに「クラブのサポ 

ートと強化」「人道的奉仕の重点化と増加」「公共イメージと認知度の向上」の３本柱 

からなる RI の長期計画も提唱されました。これらは「未来の夢計画」として 2013 
－2014 年度から完全実施される予定で、すでにパイロット地区での試行が始まって 

います。 

このように、ロータリーをめぐる環境は今、世界でめまぐるしく変化を続けてい 

ます。私もガバナーとして、出来る限り鮮度の高い情報を皆様にご提供してまいりた 

いと考えております。皆様もどうか、常に最新の情報に敏感であり続けていただきま 

すよう、お願い申し上げます。 

先週の卓話



次に、我々の第 2660 地区の方針についてですが、今年度のテーマは「ロータリー 

クラブについて もう一度考えてみませんか」とさせていただきました。私はこの一 

年間ガバナーとして、ＲＣについて、もう一度考えてみたいと思っております。そし 

て皆様にも、もう一度考えていただくことができれば、とも願っております。「なぜ 

ＲＣが誕生したのか」「どうしてロータリーが世界的な広がりを実現したのか」「日 

本国内でもここまでロータリーが普及した理由は何か」「そして何よりも、あなたは 

なぜ、ＲＣに入会したのか」「なぜ、今もロータリー活動を続けているのか」。こうし 

た問いを背景に、もう一度原点を見つめ直し、ともに前進していくことができれば、 

と考えております。 

具体的には次の９項目を挙げさせていただきました。１）会長と委員長のリーダ 

ーシップに期待します、２）クラブの活性化と相互交流の推進を図ります、３）若者 

を育み、世代をつなぎます、４）新しい仲間を増やします、５）健康と倹約に留意し 

ます、６）地区への参加を推進しましょう、７）自分にできる奉仕を、もう一度考え 

てみます、８）ロータリー会員について、もう一度考えてみませんか、９）地区大会・ 

国際大会への参加、です。これら９つの項目を通じてこの一年間、皆様にロータリー 

クラブについて、もう一度考えていただきたい。それが私の願いです。 

私たちの奉仕活動は１年や２年といった短期間のものではなく、あくまでも長期間 

にわたる取り組みです。そういった意味も含め私はこの１年間、全力を尽くし、次年 

度の岡部ガバナー・エレクトに少しでも良い形でバトンをつないでいくことができれ 

ば、と考えております。 

「ロータリークラブについて もう一度考えてみませんか」。 

ただ漫然と前進を続けるだけではなく、時には立ち止まって初心に帰り、もう一度 

考え直してみる。そうして納得した上で、それからまた次の一歩を踏み出せばいいの 

ではないでしょうか。「納得の一歩」の方が「無意識の一歩」よりもずっと力強いは 

ずです。確かな足跡を残せるはずです。そう信じております。 

この一年、ともに力強く歩んでまいりましょう。本日はありがとうございました。 

「秋空を 二つに断てり 椎 
しい 

大樹 
たいじゅ 

」 

高浜虚子 
真っ青にすみきった秋空を、椎の大木は、 
その空を断ってしまうかのような勢いでそびえている。 
「断てり」＝切断する。 

季語：秋空（秋）


