
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （6 月 19 日） 

次週の予定  （6 月 26 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告（6月 12日分） 

会員数  45名 出席数 36名 欠席者 3名 

特定免除  5名 その他免除  1名 

出席率 92.30％ 

 

前々回 5月 29日分 

ホームクラブの出席者 36名   97.29％ 

メークアップの結果 37名 

特定免除  7名  その他免除   1名 

欠席者  0名  修正出席率 100.00％ 

ロータリーソング 

「我等の生業 」「 四つのテスト体操 」 

２０１１年～２０１２年度 

国際ロータリーのテーマ 

こころの中をみつめよう 

博愛を広げるために 

 

 カルヤン・バネルジー 

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 大西 寛治 
■幹 事 上田 正義 
■会報委員長 北本 良弘 

◆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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「今年度の実績報告と反省」 

会長・幹事 

 

‐Reach Within to Embrace Humanity‐ 

 

「 今年度の実績報告と反省 」 

各委員長・会計・ＳＡＡ 

ゲスト 米山奨学生   付翠紅（フスイコウ）さん 

    裏面に記載 

 

 



 

 

 

 

この前の歩こう会でたまたまインド料理店

に入りました。インドでは、野菜とスパイス

中心の食事で体を整えるという考え方から、

胃腸に負担をかけずに、体に栄養を付ける食

事の知恵が多くあります。たとえばインドの

暑さはものすごいので、汗をかいていないと

倒れてしまいます。だから辛いものをたくさ

ん食べるのです。さまざまなスパイスを使う

のも、料理の香りや味わいを高めながら、体

調を整える為です。日本ではレストランに入

ると必ず氷入りの水が出て来ますが、インドの家庭では陶器のポットに水を入れて

おき常温で飲むのが普通です。水分や糖分はマンゴーやパイナップルなどの自然の

食材から補給します。日本では、原発再稼働がほぼ決まりかけていますが、今すぐ

に電気が作られる訳でもなく、早くて８月初旬です。それまでの間は節電を必要と

します。 

ある本に『電気に頼らずにこの夏を快適に過ごすための知恵を様々な分野の達人

に聞いてみました』と題した興味深い記事が有りましたので報告します。 

畳のイグサで癒される（湿度を調節してくれる）、薄暗さを楽しむ（和食は薄暗

い中で食べるほうがおいしさを感じる）、音・色・風で涼しく（風鈴や物売りの掛

け声）、水をうまく利用する（打ち水や行水）、感性豊かに季節を楽しむ（怪談噺な

ど）、自然の力を崇拝すると言う謙虚な心持を（風が吹き抜ける街並み）、熱いもの

を飲む（汗をかくので後で涼しくなる）、黒い食材を取る（鰻・どじょう等スタミ

ナが付く）薬味を使う（ネギやニンニク等、食欲増進）、水菓子・果物を食べる（ス

イカ・キュウリなど体温を下げる）、かつお節を食べる（免疫力が付き心に余裕が

付く）酸っぱいものを取る（夏バテを防ぎ血液の循環が良くなる）。 

皆さんの工夫で暑い夏を乗り切ってください。 

 

 

 

 

 

 

大西 寛治 会長 会長の時間 



 

 

◎ニコニコ箱                     福富 經昌 委員長 

 

誕生日 自祝                       東野 喜次 君 

結婚記念日 自祝                     森山 信一 君 

結婚記念日 自祝                     空門 満也 君 

楽しい例会、仲間に会える楽しみ 

 奉仕の出来る喜びに 感謝                大西 寛治 君 

歩こう会参加させて頂きました 感謝            樋口 秀和 君  

福富先生お世話になりました 感謝             鷺森  董 君  

皆様のご協力に感謝                    福富 經昌 君 

東京の娘と食事して来ました 感謝             木村 克己 君 

歩こう会参加させていただきました 感謝          中野 秀一 君 

マカオ、香港でリフレッシュしてきました！ 感謝      東村 正剛 君 

歩こう会、おつかれさまでした 

大西会長、樋口さん、中野さんありがとうございました 感謝 德山 泰之 君 

 

 

◎次年度 米山奨学委員会               田川 和見 委員長 

 

中国から来られた米山奨学生の付翠紅（フ スイコウ）さんが、ゲストとして訪問さ

れ、近況報告等をしていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 



 

◎ 歩こう会 

６月１０日（日） 一休寺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「 今 年 度 の 実 績 報 告 と 反 省 」 

 

副会長 中原  毅 

◆クラブ奉仕委員会、ロータリー情報委員会         中原  毅委員長 

 

今年度は、副会長とクラブ奉仕委員会とロータリー情報委員会

の 3つを担当させて頂きました。まず、今年度の会長方針であ

る「我々の心にチャーターメンバーの熱き思いをもう一度」を

推進する為に、クラブ奉仕委員会ではメンバーの中でクラブに

一番長く在籍されておられます大川会員に、入会当時からの歴

史やクラブに対する熱き思いを卓和で語って頂きまして、これ

からのクラブ運営に大変参考になったと思います。またロータ

リー情報委員会としましては、今年度入会４名の新入会員を対象にクラブ研修リーダ

ーの谷中会員と合同で、オリエンテーションを開催いたしました。オリエンテーショ

先週の卓話 



ンの最後に新入会員から、クラブに入会して以来の色々な疑問やクラブ運営の質問も

沢山頂き、新入会員は本当に熱き思いを持って入会されてきていることを改めて感じ

ました。私自身も初心に帰ってロータリーを見つめ直すいい機会ではなかったかなと

思いました。またオリエンテーションは今後も是非とも開催をお願いいたします。 

最後になりましたが、今年度、皆様のご協力によりまして私自身未熟ではありました

が、何とか成し遂げることができました。 

今年一年間本当に有難うございました。 

 
 

◆社会奉仕委員会                     橋本 正幸 委員長 

 

≪今年度の事業≫ 

共同募金に協賛、バッジの購入 

大東市民祭りに協賛、９月１８日（日）市民祭りにおいて盆踊りの警備 

・市民祭り会場において、薬物乱用防止の啓発活動とクリ   

 アファイルの提供 

秋の交通安全運動に協賛、９月２１日（水）台風のため中止 

クリスマス会において、歳末助け合い運動に協力 

春の交通安全運動に協賛、４月６日（金） 

-東日本大震災関連- 

・地区からの要請により多額の義援金 

・台湾から義援金 

・塩釜東ＲＣメイクアップ時に義援金 

・会員の会社に義援金箱設置 

・親睦と国際奉仕と震災現地視察 ８月１０日、１１日 （義援金２０万円） 

・宮城県塩釜東ＲＣメイクアップ 

・家族旅行時に老人福祉施設清楽園現地視察 １０月４日 

・国際奉仕と台湾に支出内容を報告、ＷＣＳの依頼。開所式参加依頼 １１月４日 

・老人福祉施設に義援金約１００万円 １１月１７日（９９９，２００円）送金 

 残った義援金について早急に支援する必要があるため、塩釜東ＲＣを通して依頼。 

 離島との輸送手段がないことから復興できないため、フェリーを購入するプロジ

 ェクトに協賛する。 

 ・台湾に支出内容を報告、フェリーの購入 １月１２日 

・義援金送金（５，５９２，２０４円）２月８、９日 

・塩釜東ＲＣ会長と会長エレクトが来阪、例会参加 ４月２３、２４日 



・特別養護老人ホーム「清楽苑」訪問 ４月２８日 

・フェリー就航祝賀式典参加 ４月２９日    

・松塩ゾーンガバナー補佐と塩釜東ＲＣ来阪、例会参加 ６月１９日 予定 

・塩釜東ＲＣ会員例会参加 ６月２６、２７日 予定 

・台湾に報告とお礼、感謝状贈呈、例会参加 ６月２８、２９、３０日 予定 

事業実施にあたり、ご理解とご協力をいただきまして、ありがとうございました。 

 

 

◆国際奉仕・世界社会奉仕委員会             田川 和見 委員長 

 

今年度は国内・東日本震災への奉仕活動と云うことで、台

湾スワンシーロータリークラブからの義援金を、橋本社会

奉仕委員長・塩釜東ロータリークラブと共に老人ホームや

松島へのフェリーに力を注ぎました。 

スワシーロータリークラブへは２回、現状報告とお礼報告

に行きました。６月末には感謝状を渡しに行きます。 

今年度お世話になった方々、本当にありがとうございました。 

 

 

◆新世代奉仕委員会                  大東  弘 委員長 

 

本年度より委員会名が変更となりました新世代奉仕委員会

では、当初より活動計画で予定していた第２７回四条畷警

察管内中学校対抗剣道大会を７月２２日（金）に、そして、

第３２回大東ロータリー旗争奪少年野球大会を９月４日か

ら９月１９日の決勝戦・閉会式まで開催し、また、第６回

大東市小中学生弁論大会を１１月１８日に開催いたしまし

た。全ての活動を会員皆様方のご協力を頂きまして、無事

終えることができました。また、現在は前年度より取り組んでいただいております

剣道大会の年度をまたいでの準備作業を行っております。 

問題点といたしましては、全ての活動が歴史を重ねた継続事業でありますが、会員

の減少により事業予算の確保が困難になって来ております。これは、一委員会の問

題ではなくクラブ全体の問題として、事業内容はもとより事業の有無を精査する時

期に来ていると思います。 

以上の内容と皆様方のご協力に感謝申し上げまして、一年間の報告といたします。 



◆職業分類委員会                     藤本 和俊 委員長 

 

本年度は会員増強委員長はじめ会員皆様のご尽力によ

り、４名の新会員を迎えることができ、会員選考委員会

と協議の上、次のように職業分類を致しました。 

間 紀夫会員を一般弁護士     

植田 直平会員を建築材料配布 

東野 喜次会員を園芸材料配布   

德山 泰之会員を保険火災 

今後の新会員さまのご活躍を祈願致します。 

 

 

 ◆会員増強委員会                   角井 吉彦 委員長 

 

会員増強は組織の継続的発展を願うロータリー全体の

最重要課題であります。しかし、当クラブでは近年、

会員の減少傾向が続いております。本年も新入会員は 4 

名拡大出来ましたが、退会者が 4 名もあり、残念なが

ら会員数は年度初と変わりませんでした。 

今後とも会員増強に会員全体のご協力をお願い致しま

す。 

 

 

◆規定委員会                     谷中 清孝 委員長 

 

規定委員会の任務は地区研修リーダーも兼務し、地区

方針をクラブに伝達することが役目です。本年度大西

会長の方針と照らし合わせ、例会やその他の事業等で

メンバーのコミュニケーションの中、実施してまいり

ました。 

そして、クラブ奉仕委員と共同で新入生会員のオリエ

ンテーションを開催いたしました。 

 



◆親睦活動委員会                   木村 克己 委員長 

 

 本年度の事業としては、まず秋の家族会として震災で

被害を受けた東北地方の松島、山寺、蔵王に行きました。

3.11 から半年以上経過していましたが、仙台空港等、津

波被害の大きな爪痕を会員の皆様にも実感頂きながら、

日本の誇る大自然を満喫して頂けたと思っております。

クリスマス家族会に付きましては、「大人のクリスマス」

をテーマに、弦楽四重奏、女性ボーカルによるジャズの

生演奏を取り入れ、シックな雰囲気で楽しんで頂きました。春の家族会では、職業

奉仕委員会の高島委員長と共に、淡路島の線香工場見学を企画させていただきまし

た。いずれの事業も多くのメンバーの皆様のご参加を頂き、「仲間と会える楽しみ」

を感じて頂ける場を提供できたのではと、思っております。 

 また、ロータリーの根幹を成す例会におきましては、S.A.Aの中会員と共に、「楽

しい例会」となるよう設営させていただきました。最後まで職責を全うできました

のはご参加頂いた会員の皆様のご協力はもちろんの事、佐藤副委員長を筆頭に一緒

に御尽力頂いた委員会メンバーの皆様のご努力の賜物と感謝しております。一年間、

本当にありがとうございました。 

 

 

◆プログラム委員会                  堀部 邦夫 委員長 

 

まもなく４６ 回の例会卓話が終了しようとしています。 

最初の卓話担当者の決定にあたり、この間やったばか

りやのにと多少の不平がございましたが、ほぼ皆様の

ご協力を得て、無事終了にまでこきつけることができ

有難うございました。たとえ３０分間といえども皆様

の前で話をするということは、それなりに緊張感もあ

り、また準備のための下調べ、所謂勉強を強いられる

こともあります。特に高齢になると人前でのスピーチ

は、認知症予防に役立つことまちがいなしと考えています。（若い人からはどこの話

やと聞こえてきそうですが） 



会員数の少ないクラブでは卓話がマンネリになると思われますが、当クラプではせい

ぜい年１ 回、どうか次年度も会員皆様の創意工夫で乗り切っていただければと思う

次第です。 

 

 

◆シンギング委員会                   大矢 克巳委員長 

 

１年間、私のつたないタクトに合わせて頂き、ありがと

うございました。 

就任当初は、恥ずかしさと照れくささが先行していまし

たが、やっとここに来て慣れてきた頃に終了する事にな

りました。 

１年間ありがとうございました。 

 

 

 

◆会員選考委員会                    清水 修 委員長 

 

本年度会員増強委員長の奮闘で、4名の入会をして頂きました。 

間 紀夫氏 植田 直平氏 東野 喜次氏 徳山 泰之氏 であります。 

本委員会は、会員増強委員会や職業分類委員会と連携しながら活動する委員会であ

ります。次年度は大東ロータリークラブ創立４５年迎えます。 

多くの新入会員の推薦を頂きますよう、お願い申し上げます。 

 

 

 

中岳 ： 標高 1791m                   百名山 96／100 
 
 
九重山（くじゅうさん）または九重連山（くじゅう

れんざん）は、大分県玖珠郡九重町から竹田市北部に

かけて広がる火山群の総称である。最高峰は九州本土

最高峰でもある中岳 (1,791m) 。日本百名山の一つに

数えられ、一帯は阿蘇くじゅう国立公園に指定されて

いる。 

 
 



 
 
祖母山 ： 標高 1756m                  百名山 97／100 
 
 

 

祖母山（そぼさん）は、大分県（豊後大野市、竹

田市）と宮崎県（西臼杵郡高千穂町）にまたがる、

標高 1,756mの山であり、宮崎県の最高峰である（大

分県の最高峰は標高 1,791mの九重山中岳）。日本百

名山の一つ。 

祖母連山は熊本県、大分県、宮崎県と 3県にまた

がる。火山活動によって形成された山であるため巨

大な岩石が随所に見られ、登山ルートは整備された

ものから獣道まで多種多様である。ハイキング感覚

で楽しめる手軽なコースから、断崖を登りながら進

む上級者向けのコースまである。頂上付近はどのコ

ースを辿っても急な岩登りコースがあらわれる。祖

母山周辺は鉱物資源が豊富で江戸時代から昭和中

期まで採掘が行われていた。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
霧島山 ： 標高 1700m                  百名山 98／100 
 

 

 

霧島山（きりしまやま）は、九州南部の鹿児島県

と宮崎県県境付近に広がる火山群の総称であり、霧

島連山、霧島連峰、霧島山地あるいは霧島火山群と

も呼ばれる。最高峰の韓国岳（標高 1,700m）と、霊

峰高千穂峰（標高 1,574m）の間や周辺に山々が連な

って山塊を成している。 

有史以降も噴火を繰り返す活火山（気象庁の活火

山ランク付けは B）であり、特に新燃岳と御鉢では

活発な火山活動が続いている。 


