
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （4 月 12 日） 

次週の予定（4 月 19 日）3RC 合同例会 

先週の例会報告 

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           大川 真一郎君 

・誕生日自祝           小林 誉典 君 

・人材派遣事業部を新設しました 

 大西先輩、国境なき奉仕団の震災支援活動に 

 多額のご寄付を頂き有難うございました 

 感謝              中野 秀一 君 

・早退お詫び           大西 寛治 君 

・早退お詫び           大矢 克巳 君 

・メークアップ無しお詫び     松原 清一 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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平成 23年 4月 12 日   No.2109   H23.4.25 (No.2108の例会記録) 

ニコニコ箱 

「 この地域の歩み 」 

岡本 日出士 会員 

 

西原 房三 ガバナー補佐 

◆ 出席報告（4月 5日分） 

会員数  44名 出席数 37名 欠席者  1名 

特定免除  6名 その他免除  0名 

出席率 97.73％ 

 

前々回 3月 22日分 

ホームクラブの出席者 34 名   95.45％ 

メークアップの結果  35 名 

特定免除  8名  その他免除   0名 

欠席者    1名  修正出席率  97.73％ 

 ビジター 

        大阪大手前ＲＣ    竹森 敏麿 氏 

  



 

 

 

皆様、こんにちは。 

日本での最大の地震から 3 週間。東日本大

震災による被害は、なお全容を摑みきれてい

ません。 

時間を追うごとに、被害者の数は増え続け

ています。東日本大震災による被害は空前の

１６兆～２５兆円と試算されています。 

現在は被害地救済や原発事故の対処のために、緊急の活動が行われています。 

これが一段落した後、災害からの復興のため、追加的な需要が発生すれば、復興需

要で生産を増やすことになります。しかし、供給面での制約によって生産拡大ができ

ないのです。通常の財なら輸入によって国内の生産の減少を補う事が出来ますが、電

力は輸入ができません。それどころか、西日本と東日本ではサイクル数が違うために、

電力を融通することができません。東日本は、今、深刻な電力不足に陥っています。 

さて、４月はロータリー雑誌月間にあたります。 

雑誌委員会とは、英文ザ・ロータリアン誌の利用を担当する委員会であります。ア

メリカ、カナダ等の英語国民のクラブではザ・ロータリアン誌は全会員の義務購読に

なっており、しかもこれに相当な費用も使われておりますので、これを有効に利用す

るための委員会が必要になるのであります。我が国では RI から認定された「ロータ

リーの友」もありますので、雑誌委員会は主として「友」を対照として活動すべきで

ありましょう。しかし、ザ・ロータリアン誌が国際ロータリーの機関誌であってみれ

ば、RI に加盟している以上クラブはこれを無視することは出来ません。従ってその

利用も一応は考えるべきであります。それにはまずなるべく多数の人に購読を申し込

んでもらうことです。特別に希望者がなくとも 3～5 部はとるべきでしょう。クラブ

用のものと、寄贈用です。同誌は毎月下旬に参ります。参りましたら雑誌委員がこれ

をうけとり一部は例会で回覧します。その後委員さんは英語のわかる会員を指名しそ

の方に次の例会で、その一節を抄読してもらうようにします。 

残部は地域内のローターアクト、インターアクト、その他の高校等に寄贈し、進ん

でその翻訳した生徒に賞金を出す等の活用もよいと思います。ただ比較的高価ですか

ら無駄にならぬよう委員の配慮が必要でございます。 

「友」は全会員が義務購読しています。「購」の方は確かですが「読」の方はどう

でしょうか。「友」の委員長はじめ委員は衆知をあつめて編集に骨折っております。 

 

 

加藤 敏明 会長 会長の時間 



なんとか有効に利用したいものと存じます。そこで雑誌委員の仕事ですが本誌が配

布されましたらその例会で興味ある部分を読み上げて下さい。現状では精読する人三

分の一、バラバラとみる人三分の一、全然みないひと三分の一というところです。委

員は「奨める」ばかりでなく、一節でもよいから、現実に読んで聞いてもらう必要が

あります。また、「友」に関するアンケートを募って関心をもってもらうこともよい

でしょう。 

尚「友」では寄稿をのぞんでいます。自クラブ関係の記事が出ると、それをきっか

けにして読まれるようになります。尚英文の「友」も発行され国際理解に役立ってお

ります。 

また毎年四月「雑誌購読の月」となっております。ザ・ロータリアン誌および「友」

の利用促進についての催しを考えていただきます。新人会員は「友」の精読によって

ロータリーに早く馴染み、家族も案外愛読していて成果をあげています。 

 

 

                            中原 毅 幹事 

 

決議事項 

議  題 

（1）定款・細則の件 ・・・ 次回の理事会にて取り纏める 

（2）4月 4日 大阪桐蔭中学校高等学校入学式 御祝￥20,000 ・・・ 承認 

（3）その他 

  ・空門満也君の入会について 

   既に入会審査は承認を受けている。 ５月入会 ・・・ 承認 

  ・台北雙溪 RCより多額の義援金の申し入れがきております 

   2660地区へ送金予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事会報告 

 

4 月は、入社式・入学入園式とスタート月であり、 

この時期、私共も生け込みなどで忙しくしておりま

す。特にその際、花材として欠かせないのが日本の春

の訪れを告げる「桜」であります。 

桜の種目はバラ科で、花言葉は「善良な教育」「精神

美」であります。 

まさに四月の入学シーズンに相応しい花言葉であり

ます。 

４月のお花 



 

 

「 震 災 と 防 災  」 

 

小川 芳男 職業奉仕委員長 

角井 吉彦 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月１１日国内観測史上最大のマグニチュード９.０の強い地震が三陸沖の広い地

域を震源として発生し、宮城県北部で震度７を観測しました。 

今回の東日本大震災は巨大地震のほか、過去に例を見ない大津波、そして福島原発

事故と三重に重なり、被災地のみならず広い範囲で国民に多大な被害をもたらしまし

た。巨大地震で被災した東京電力福島原子力発電所のトラブルは、日本の原発史上で

最悪の原子力事故で、毎日次から次へ難問が算出しており、ＩＣＲＰを始め世界各国

の関係機関からも協力を求め、一日も早い解決を期待しています。 

政府は「東日本大震災復旧復興対策基本法案」の原案を成立させ、単なる原型復旧

ではなく、新たな「地域社会の再生」とし、我が国の再創造を目指し、５年間をヒト・

モノ・カネを投入する「集中復旧復興」と位置づけています。 

国民一人一人が被災地への精一杯の救護をし、力を合わせ復興を支援すると同時に

新しい日本を造り出さなければなりません。 

防災について、私たちは今回の震災をきっかけに今までの防災対策を見直し、地震

や津波が発生した時、被害を最小限に抑えるために、適切な行動をすることがきわめ

て重要です。日頃から震災の際の避難場所等の正しい心構えを身に着けておきましょ

う。 

 

 

先週の卓話 



震度の目安（気象庁震度段階） 

震度の目安 状況 

震度 １ わずかな揺れを感じる 

震度 ２ 屋内にいる人の多くが揺れを感じる 

震度 ３ 屋内にいる人のほとんどが揺れを感じる 

震度 ４ 吊り下げ物は大きく揺れ、棚にある食器類は音をたてる。かなり恐怖感がある。 

震度 ５ 弱 多くの人が身の安全を図ろうとする。置物の多くが倒れ窓ガラスが割れることもある。 

震度 ５ 強 非常な恐怖を感じる。補強されていないブロック塀の多くが崩れる。 

震度 ６ 弱 立っている事が困難になり、かなりの建物で壁のタイルや窓ガラスが破損落下する。 

震度 ６ 強 耐震性の低い住宅が倒壊し、耐震性の高い住宅でも壁や柱が破損するものがある。 

震度 ７ 耐震性の高い建物でも、傾いたり、大きく破壊するものがある。 

 

地震が発生した場合は、まずは自分の身の安全を確保し、火の始末（ガスの元栓や

電気のブレーカーを止める）をした上で、道幅の広い道路を使って最寄りの避難所に

避難（自助）して下さい。 

普段からご近所の皆さんと話し合い、いざ避難となった場合には、協力しあって（共

助）迅速かつ安全に避難して下さい。（怪我人の救出、不明者の存在の確認に努めて

下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「 ほろほろと 山吹
やまぶき

散るか 滝
たき

の音 」 

松尾芭蕉 
 
ごうごうと音をたてて落ちる滝のひびきにさそわれるかのよう
に、山吹の花びらがほろほろと散り落ちること。  
季語：山吹（春） 
 



 

 

 

 

時　刻 摘　　要

１１：３０ 受付 各クラブ

Ｓ.Ａ.Ａ 大東ＲＣ 上田正義ＳＡＡ

１１：４５ 食事開始

１２：３０ 開会点鐘 大東ＲＣ 加藤敏明会長

ロータリーソング  「奉仕の理想」

 四つのテスト体操

友愛の握手

来客紹介 大東ＲＣ 田川親睦活動委員長

会長の時間 大東ＲＣ 加藤敏明会長

諸報告 四條畷ＲＣ 出席報告

大東中央ＲＣ 幹事報告

大東ＲＣ その他

卓話 　岡本日出士 氏（大東ＲＣ）

１３：３０ 閉会点鐘 大東ＲＣ 加藤敏明会長

３クラブ合同例会　開催スケジュール表

内　　訳

                        開催日時　　    2011年 4月 19日（火）18:00

　                      開催場所　　  　大東市民会館　4F　大会議室

　                      ホストクラブ  　大東ロータリークラブ


