
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （3 月 8 日） 

次週の予定  （3 月 15 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告（3月 1日分） 

会員数  44名 出席数 36名 欠席者  4名 

特定免除  4名 その他免除  0名 

出席率 90.91％ 

 

前々回 2月 15日分 

ホームクラブの出席者 34名   97.73％ 

メークアップの結果  35 名 

特定免除  9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 

 「 君が代 」「 奉仕の理想 」「 四つのテスト体操 」 

・誕生日自祝           池田  實 君 

・誕生日自祝           田中 祥介 君 

・誕生日自祝           福富 經昌 君 

・誕生日自祝           大矢 克巳 君 

・誕生日自祝           橋本 正幸 君 

・入会記念日自祝（２月）     森山 信一 君 

・台北雙溪ＲＣ２０周年無事終了 

 ご協力有難うございました    中原  毅 君 

・歩こう会参加（42.195km） 

 卓話させて頂きます       樋口 秀和 君 

・ウォーキング参加有難うございます 

 樋口先生尊敬します       大西 寛治 君 

・歩こう会ではお世話になりました 中野 秀一 君 

・歩こう会参加させて頂きました 

 皆様有難うございました     東村 正剛 君 

・早退お詫び           木田 眞敏 君 

・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？ 
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ニコニコ箱 

元阪神タイガース監督 藤田 平 氏 

西條 義昭 会員 

「 世界理解月間に因んで 」 

中村 眞也 国際奉仕・WCS 委員長 



 

 

 

皆様、こんにちは。 

3 月に入り急速に春らしくなってまいりました。早く

桜の便りを聞きたいものです。 

今月のロータリーのテーマは識字率向上月間及び、世

界ローターアクト週間です。 

「各ロータリアンは青尐年の模範」という標語を知っ

ていますか。 

1949 年、RI 理事会は、「各ロータリアンは青尐年の模範」という標語を採択しま

した。これはロータリー・クラブのある各地域社会の子供たちや青尐年たちへの献身

を表現しています。若い人々への奉仕は、長年にわたってロータリー・プログラムの

重要な一部となっています。 

世界では、さまざまな形の青尐年奉仕プロジェクトが行われています。ロータリア

ンが提唱しているものには、ボーイスカウト、ガールスカウト、運動競技チーム、障

害児童センター、学校の安全パトロール、夏期キャンプ、リクリエーション場、安全

運転講習会、共進会、育児センター、子供病院などがあります。数多くのクラブが職

業相談を提供し、青尐年雇用プログラムを設置したり、「四つのテスト」の活用を促

進しています。薬物とアルコールの濫用防止や HIV/エイズの認識向上プロジェクト

を支援するロータリアンも増えています。 

あらゆる場面で、ロータリアンは、地域の青尐年に模範を示す機会があります。人

は他の人々の行ないを見て奉仕することを学びます。地域の青尐年が成人して指導者

となったとき、一人ひとりが将来の世代に奉仕するという同じ願望と精神を成就して

くれることを、私たちは願っているのです。 

50 年以上前に採択されたこの標語は、今日も変わらず重要なものとして受け入れ

られています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加藤 敏明 会長 会長の時間 

「 梅
うめ

 一輪
いちりん

 一輪ほどの あたたかさ 」 

服部嵐雪 
 
早春、庭の梅がぼつぼつ咲き始めて、その梅が一輪ずつ 
咲くごとに、気候も日に日にあたたかくなっていく。 
「ほどの」＝ぐらいの。  季語：梅（春） 
 



 

◎雑誌委員会                     福富 經昌 委員長 

 

今月の｢ロータリーの友｣(2011 年 3 月号) 

【横組みページ】 

☆ＲＩ会長メッセージ：ロータリーは簡潔であるべき

だ。2010－13 年度ＲＩ長期計画は、今後のロータリ

ーが強さや活気を維持していくための簡潔なアプロ

ーチです。(1)クラブのサポートと強化、(2)人道的奉

仕の重点化と増加、(3)公共イメージと認知度の向上

を呼び掛けています。 

☆今月は「識字率向上月間」です。小倉東ＲＣの“「理

解し文章化する」力を育む「心の講話」”と題して、

出前講演を行っている高校での「聴く」「理解する」

「文章化する」識字能力の向上に協力出来ている。その他各クラブの識字率向上

のための色々な援助活動が記載されています。 

☆「世界ローターアクト週間」(3 月 7 日～13 日)にちなんで各地区のローターアク

ターの活動を‘未来を育むローターアクター’と報告されています。 

☆カルヤン・バネルジー氏：2011-12 年度国際ロータリー会長の紹介記事。 

☆世界に羽ばたけ！ 米山学友⑳：“台湾流通業の父”。平塚ＲＣが世話クラブの米

山学友であった徐 重仁氏のセブン―イレブンを台湾に展開されたお話です。 

☆｢未来の夢｣：ロータリー財団の新しいモデルのクイックガイド。 

【縦組みページ】 

☆「スピーチ」は、ロータリー財団地区セミナー・ロータリー研究会配偶者プログ

ラム講演要旨(2010年11月27日)の吉馴整形外科産婦人科・副院長吉馴茂子氏(八

尾中央ＲＣ現会長)による「子宮頸癌とＨPV ワクチン 日本の今」です。予防で

きる子宮頸癌のＨＰＶワクチン助成への道程を語っています。 

☆「この人この仕事」は鶴岡ロータリークラブの吉野隆一氏・製造の楽しさを知る

四代目のインタビュー記事です、山形県鶴岡市で明治 20 年創業のパン屋さん 4

代目のお話です。 

☆友愛の広場：大阪西单ＲＣ大谷 透氏の｢九十会 (直前ガバナー同期会)にて｣が掲

載されています。 

☆ロータリーアットワーク：全国各ＲＣの様々な活動報告が掲載されています。

2,660 地区では大阪天王寺ＲＣ、豊中ＲＣ、大阪ネクストＲＣの記事。 

☆大阪阪单ＲＣと大阪天王寺ＲＣが合併して大阪天王寺ＲＣとなりました。 

その他興味深い記事が満載されていますぜひ熟読をしてください。 

 

委員会報告 

＃ 投稿原稿をお願い致します ＃ 



◎職業奉仕委員会                   小川 芳男 委員長 

 

春の家族会(４月５日)  行程表 

 

ＡＭ 8：15  オペラパーク北側駐車場 集合 

ＡＭ 8：30  オペラパーク北側駐車場 出発 

ＡＭ 9：30  日本新薬株式会社 山科植物資料館 

    京都市山科区大宅坂ノ辻町 39 Tel 075-581-0419 

    例会 

    薬用植物園見学 

ＰＭ 12：00  植物園 出発 

ＰＭ 12：30  会食 魚三楼  

    京都市伏見区京町 3 丁目 187 番地 Tel 075-601-0061  

ＰＭ 14：30  出発 

ＰＭ 14：45  月桂冠大倉記念館 

ＰＭ 15：30  出発 

ＰＭ 16：15  醍醐寺境内拝観 

ＰＭ 17：30  出発 

ＰＭ 18：30  オペラパーク北側駐車場 到着 解散 

 

◎国際奉仕・ＷＣＳ委員会                中村 眞也 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際奉仕 700,000 滞在交流費 214,900

姉妹クラブ友好費 100,000 スワンシー／大東RC昼食会費用 69,950

15周年祝い金 200,000

スワンシーRCニコニコ箱 0

記念品代 94,500

事務局旅費 127,000

ニコニコ会計へ返金 93,650

\800,000 計 \800,000計

2011.2.24

国際奉仕・ＷＣＳ委員長　中村　眞也

決算書

13名参加収  入 内　　容



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

 

国際ロータリー第２６６０地区ローターアクト奉仕プロジェクト 

『えぇで、VIVA 大阪！～若者による日本文化シンポジウム～』 

3 月 26 日 

（土） 

大阪市 

中央公会堂 

中集会室 

13：00 【開会式】 

14：30 【観光、体験（グループ別行動）】 

 観光Ｇでは、大阪の魅力を感じられる名所を巡ります。 

 食Ｇでは、料理体験にて大阪の食文化を味わいます。 

 昔遊びＧでは、日本古来の遊びを通じて懐かしみます。 

18：00 【ウェルカムパーティー】 

 ファッションショーやポップカルチャーに触れられるプログラム 

 では日本の若者文化を体感いただけます。 

3 月 27 日 

（日） 

大阪市 

中央公会堂 

大集会室 

10：00 【大阪文化体験】 

 大阪文化といえば、上方落語。海外での講演経験のある、 

 桂小春団治氏にお越しいただきます。 

13：00 建築家・安藤忠雄氏 講演会（一般参加可能） 

大阪が世界に誇る建築家・安藤忠雄氏がローターアクトのために、 

ご講演いただきます。世界の第一線で活躍する安藤氏が、若者に

伝えるメッセージとは。 

14：30 クリーンハイク（一般参加可能） 

 講演後、もっとキレイなまちにするために、大阪の街中を歩き、 

清掃するクリーンハイクを行います。 

16：00 【閉会式】 

 

【登録料】 ロータリアン：10,000 円（26 日のみ、27 日のみでも同額） 

      ローターアクター／OB・OG／ゲスト：4,000 円 

      （26 日のみでも同額、27 日のみの場合は 1,000 円） 

【登 録】 登録用紙を下記ウェブサイトよりダウンロード頂き、ご記入の上、 

      指定のアドレスまでご返信下さい。 

      ※登録料のお振込につきましては、案内文書をご参照下さい。 

      URL http://www.2660rac.org/project/ 

【締 切】 2011 年 2 月 28 日（月） 

【登録先・お問合せ】 2660rac.project@jmail.com 

                   若者による日本文化シンポジウム 実行委員会 近藤美都保 

 

http://www.2660rac.org/project/
mailto:2660rac.project@jmail.com


◎ 歩こう会                       樋口 秀和 会員 

 

歩こう会「大阪マラソンコース 42.195ｋｍに挑

戦！」 

２月２７日（日）朝８時に大阪城公園駅に集合

し総勢１３名で出発致しました。 

当日は晴天に恵まれ、大阪マラソンコース４２．

１９５ｋｍに挑戦！ 

夕方１８時頃にインテックス大阪にゴール致し

ました（所要時間１０時間）。 

最終的には６名が完歩という結果でしたが、 

皆様これに懲りず次回の歩こう会にもご参加下

さいます様お願い致します。 

 

 

 

                           中原 毅 幹事 

 

《決議事項》 

議  題 

(1) 4 月 05 日(火) 春の家族会について ・・・ 別紙参照 承認 

(2) 4 月 12 日(火) 西原ガバナー補佐訪問について(新旧合同クラブ協議会) 

(3) 4 月 19 日(火) ３ＲＣ合同例会ついて ホスト大東ＲＣ 

(4) 大東中央ＲＣ１５周年お祝いの件 （4/9） 

   加藤会長 中原幹事 大川会員 出席  

                ・・・ 登録費・祝い金 ５万円 承認 

(5) 台北雙溪ＲＣ２０周年決算について ・・・ 別紙参照 承認 

(6) ニュージーランド地震義援金 ・・・ 承認 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事会報告 

 

3 月の誕生日花は、桃の節句をイメージして生けてお

ります。3月 3日の節句は、女の子の誕生を祝い無事

に成長することを願う行事です。 

本日の花材は、「桃・菜の花・カラー・チューリップ・

スイートピー・ラナンキュラス」などで春の花々でア

レンジしております。 

桃は女の子を守護するとも言われており、花言葉は

「貴方のとりこ」、菜の花は「快活」、チューリップ「思

いやり」、ラナンキュラス「晴れやかな魅力」、スイー

トピー「門出・思い出」などです。 

3月のお花 



 

 

「 デ フ レ 経 済 と 企 業 経 営  」 

 

樋口 秀和 会員 

 

１．インフレ経済の状況の下では、継続的な物価上昇が続

き、貨幣価値の継続的低下が起こっていました。企業

拡大成長を早めるために、企業は借入金を増や設備投

資をして事業を拡大してきました。さらに獲得した利

益を内部留保し、その資金を設備投資し、企業拡大経

営ができる環境であった。 

 

２．デフレ経済は本来、通貨量収縮している状態をいい、

通貨が需要に比して過度に収縮することで通貨の価値が高くなり、物価は下落して

いく状態である。 

デフレ経済の状況になると殆どの物の価格が下落し、価格破壊が起こることになる。 

不動産等の実態的資産価格の下落、著しい低金利等の特殊な経済環境が続くことに

なると、債務者の債務弁済が不可能となり、債権者は実質的に債権の回収が不可能

になってします。 

 

３．現在の日本経済の状況は、需要が極端に尐なくなり、供給が過大になっている結果、

物価が下落していると思われる。 

需要を増大する為には、家計の消費の増大、住宅投資、企業の設備投資、外国への

輸出、政府の公共事業投資等が必要である。 

日本は資源を外国から輸入し、国内で加工して付加価値を付けて外国に輸出し、必

要な物資を輸入するという基本的形態を前提として景気対策を立てる必要がある。 

 

４．これまで実施された政府の景気対策は需要の弱さに対応しようとして、超金融緩和

政策がとられたことにより景気は尐しながら回復するようになったが、この対応で

は十分な景気対策の効果をあげることができなかった。 

 

先週の卓話 



５．需要を増大させる為には、経済を成長させなければならない。 

労働力量の増加、生産設備の増加、生産技術の向上等について、どの様の対策を

立てることにより経済成長が可能になるかを考えなければならない。 

 

６．企業自身の革新の為には、商品等の開発や新規顧客の開拓と共に企業活動の業績の

結果をタイムリーに把握できる会計データーを作成し、次の経営戦略に活用できる

ようにする必要がある。 

 

７．需要量が供給量を上回っていた経済環境の下では、供給する製造業者側の論理で商

品を製造し、販売することが可能であったが、現在のようなデフレ経済の状況下で

は、消費者である顧客のニーズを満足させるサービス、商品等はどの様な品質の物

をどれだけの量を提供するかを決める為には、消費者側の論理で経営計画を立てて

いけるようの経営方針を立てる必要がある。 

 

８．企業の財務体質については、過大な資産、過大な債務を保有しないようにし、キャ

ッシュ・フローが健全に収支のバランスが取れた経営が可能なようにし、獲得した

利益で現金を積立て、その資金を元に投資をしていくような経営をしていく必要が

ある。 

 

９．ロータリアン各自は企業経営に於いて、ロータリーの哲学を実践することで職業を

通じて社会奉仕することができ、さらにどのような経済社会の環境になろうとも、

企業経営を継続していけて、最終的にはロータリアンが高い倫理性を備えた充実し

た人間力を有した自己実現ができる様になるものと思われる。 

その結果として、ロータリーの看板である職業奉仕が社会に対して実行される基盤

ができて、さらに他の奉仕の実行も可能になるものと考えます。 

 

 


