
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （6 月 26 日） 

次週の予定  （7 月 3 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告（6月 19日分） 

会員数  45名 出席数 38名 欠席者 2名 

特定免除  4名 その他免除  1名 

出席率 95.00％ 

 

前々回 6月 5日分 

ホームクラブの出席者 35名   94.59％ 

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 

「それでこそロータリー 」「 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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ニコニコ

箱 

 

「 新年度の方針発表 」 

各委員長 

 

‐Reach Within to Embrace Humanity‐ 

 

「 今年度の実績報告と反省 」 

会長・幹事・会計・ＳＡＡ・各委員長 

 

ビジター 2 520 地区ガバナー補佐 和田  忠 氏 
        塩釜ＲＣ 前幹事 下山 雄司 氏 
         塩釜東ＲＣ会長 日野 勝博 氏 

    裏面に記載 

 

 



 

 

 

２５２０地区・和田ガバナー補佐、塩釜前幹事、

塩釜東ロタリークラブ日野会長、本日は早朝の出

発でお疲れの事と思います。訪問して頂き、感謝

申し上げます。２０１１～１２年度はお蔭様で今

週と来週の２週間となりました。梅雨もまとまっ

た雨の被害が出始めています。 

強い台風４号は、今日四国や近畿付近に上陸す

る見通しです。梅雨前線を台風が刺激するため、

台風が接近する前でも広い範囲で、豪雨が長時間

続く恐れが有ります。１９日午後３時には強い勢力を保ち、加速しながら毎時５０

キロの速度で中心気圧９６５ヘクトパスカル、最大風速は３５メートル、大阪には

夜の９時頃が最接近します。十分気を付けて下さい。大飯原発３・４号機の再稼働

が決まりました。政局も消費増税が可決されそうでありますが、民主党が分裂の危

機にあります。ギリシヤではひとまずＥＵに残る連立派が勝ちました。 

さて、前々日は父の日でした。皆さんは何をプレゼントして頂きましたか？私は子

供からワイン、靴下、家内からポロシャツを頂きました。そもそも父の日は、妻を亡

くし６人の子を男手一つで育てた父を崇敬するアメリカの女性の提唱で出来ました。 

６月の第３日曜日に礼拝したのが始まりです。墓前に白いバラを供えたのが定着

しました。健全の父には赤いバラを贈る習わしです。それが黄色になりました。黄

色は英国で「身を守る色」とされています。米国では「愛する人の無事を願う色」

となり、黄色いリボンをつける習慣が広がりました。日本でも父の日の色となりま

した。黄色い花ならバラかヒマワリが代表格です。父の日の贈り物と言えば酒類が

定番でしたが、最近では色々な贈り物が有ります。小学生に父の日は何時かと質問

したら、４７パーセントが知らないと答えたそうです。母の日に比べ父親の権威が

ないことが分かり、残念です。 

ひな祭り女の子の日は桃・こどもの日は菖蒲か矢車草・母の日はカーネショウ

ン・父の日はバラかヒマワリの花です。花もいいですが一番大事なものは心を込め

た感謝の言葉が何よりかもしれないですね。 

 

 

 

 

 

大西 寛治 会長 会長の時間 



 

 

◎ニコニコ箱                     福富 經昌 委員長 

 

・結婚記念日 自祝                     中村 眞也 君 

・感謝           第 2520地区ガバナー補佐    和田  忠 氏 

              塩釜ロータリークラブ  前幹事 下山 雄司 氏 

              塩釜東ロータリークラブ  会長 日野 勝博 氏 

・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 

・皆様に感謝！                       福富 經昌 君 

・和田ガバナー補佐をはじめ来阪して頂きありがとうございます 橋本 正幸 君 

・会社の慰安旅行で北海道のおいしい物を食べて来ました 感謝 木村 克己 君 

・なにわともあれ感謝！                   中野 秀一 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

２０１２～２０１3 年度の集合写真を７月 3 日（火） 

例会終了後に撮影いたします。 

７月 3 日は上着・ネクタイ着用で起こし下さい。 



 

 

 

「 今 年 度 の 実 績 報 告 と 反 省 」 

 

 

◆職業奉仕委員会                   髙島  登 委員長 

 

本年度、職業奉仕委員会では卓話の時間に、地区委員長から

職業奉仕についてお話しをしていただきました。ロータリア

ンにとって「職業奉仕」とは何か、勉強する事が出来ました。

春の家族会では、多くの参加をいただき線香・お香を楽しん

でいただけました。 

まだまだ職業奉仕については勉強することばかりですが、一

年間どうもありがとうございました。 

 

 

 

◆出席委員会                       杉原 巨峰 委員長 

 

元高田出席委員長の後任ということで後半１月より出席委員

長のお役目を頂きました。 

今日現在(６月１９日）のところまでの御報告と致しまして、

ホームクラブでの１００％の出席率は２回でございます。昨

年の平成２３年７月５ 日の新年度１回目と平成２４年５月

８日の２回であります。メークアップによります修正出席率

に関しましては、１００％が３５回であります。年間例会数

が４６回に対しまして８割程の１００％出席率となります。

大変高い出席率を頂いております。 

ここ近年、会員皆様が例会出席への重要性、またそこから生まれる結束力や親睦の輪

というものが大変定着した結果の表れだと思われます。この数字は皆様が作り上げて

くださった事と大変感謝致しております。 

一年間御協力いただきまして、誠に有り難うございました。 

先週の卓話 



◆米山奨学委員会                    杉原 巨峰 委員長 

 

本年度は当クラブにおいて 8 年ぶりの世話クラブとして、奨学生“ピューピュート

ゥエ ”さんを迎えることが出来ましたのも、会員皆様の御理解と御協力の賜物だと

っております。誠に有り難うございました。 

一年間振り返りまして、堀部カウンセラーと私の妻と共にしました食事会をスタート

に、歩こう会への参加、奈良の歴史観光の際には－部の会員の奥様方にも大変な御協

力を頂きました。又、私共のショツプに来て頂いてのフラワーアレンジメント教室へ

の御参加や、堀部カウンセラーには有馬温泉への旅行に彼女を連れて行って頂いたり

と、ピューピューさんとの親睦をより深める事が出来たのではないかと思っておりま

す。又、地区やクラブ行事におきましても、ロイヤルホテルや宝塚歌劇団での懇親会・

クリスマス会などにも積極的に参加して頂けたと思っております。10 月の米山月間

におきましても、彼女の卓和には涙する場面もあり、習慣・文化思の違いを感じるこ

とが出来ました。 

反省点と致しましては、彼女とのコミュ二ケーションの場が一部の会員様にとどまっ

てしまったことだと思われます。今思えば、月一度の例会出席の際にでも、各テーブ

ルに座って頂けば良かったかと思います。 

一年間御協力頂き、誠に有り難うございました。又、堀部カウンセラーにおきまして

は多大な御尽力を頂きましたことに大変感謝致しております。 

 

◆会報委員会                       松原 清一 委員長 

 

本年度は副委員長でしたが、年度途中より北本委員長から引

き継ぎ、委員長を受けさせていただきました。 

委員会の内容も良く解らないまま、前委員長に教えてもらっ

た通りさせていただき、なんとか終わることができました。 

来年度は再度委員長ですので、自分の色を出した会報をつく

っていきたいと思っております。皆会員様方のご協力ありが

とうございました。 

 

 

 



◆ロータリー財団委員会                  松原 清一 委員長 

 

日頃より、財団の活動に賛同いただき、寄付金を集めさせていただき、ありがとうご

ざいます。 

財団委員会は、ロータリーの事業の代表的な委員会であると思います。財団の運営や

ノウハウを学び、社会に役立てる事を勉強させていただきました。 

特に、外国の社会人との交流をするＧＳＥについては、スリランカの人との親善交流

の事業で奈良の観光を企画運営いたしました。 

会長 幹事をはじめ参加いただき、お世話していただいた会員に御礼申し上げます。 

 

 

◆広報委員会                       東村 正剛 委員長 

 

広報委員会の東村です。本年度、大西会長が大東ロータリ

ー・クラブのテーマ「我々の心にチャーターメンバーの熱

い思いを今一度」と掲げられました様に、広報の原点を見

直し、広報委員会を運営・活動してまいりました。各委員

会の事業には積極的に参加し、全ての事業には参加できま

せんでしたが、橋本副委員長にサポートしてもらいながら

一年間活動することができました。これもひとえに会員の

皆様方のおかげです。また、ホームページには会員の皆様

方の企業リンクも掲載する事が出来、整備することが出来ましたので、これは次年度に

も引き継ぎたいと思います。 

一年間、本当に有難うございました。  

 

 

◆国際交流平和委員会                 佐藤 多加志 委員長 

 

本年度は、よく委員会を理解出来て無く反省しています。 

唯一、台湾に東北支援の同行訪問させて頂いたのが委員会

報告となります。 

個人的には、会長の 

楽しい例会＝楽しく、毎回楽しみに出席させて頂きました。 



仲間に会える楽しみ＝多くのメンパーと親睦が出来楽しかったです。 

奉仕の出来る喜びに＝微力ながら出席時には全て「ニコニコ」をさせて頂きました。 

一年間、有難うございました。 

 

 

◆雑誌委員会                       小林 誉典 委員長 

 

今年も、ロータリーの友を、会員の皆さんに興味を持って読

んで頂けるように、例会で卓話の前にご紹介したのですが、

報告事例が多い日で時間に押されてしまい、短時間で早口の

報告になってしまいました。月間の雑誌は、落ち着いて 15分

もあれば読んで頂けるものと思いますし、この調子では、雑

誌の内容も十分伝わらないように感じましたので、例会での

報告は、控えさせて頂きました。 

代わりに、ロータリーの友への掲載を考え、毎年の奉仕活動

になっています、中学校対抗剣道大会を写真と共に投稿させて頂きました。 

不慣れな剣道の事でしたので、剣友会の加藤会員に最後の御高閲をお願いしました。

ご協力ありがとうございました。 

年度は跨ぎますが、掲載の折には又、報告させて頂きます。 

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。 

 

 

◆二コニコ箱委員会                   福富 經昌 委員長 

 

年度初めに、何かニコニコすることがあったとき、何か感

謝することがあったときには、ニコニコ箱にご協力をお願

い致しました。最終結果はまだですが、皆様のご協力で、

目標額に到達しつつあります。 

毎例会ごとに、連続してご協力を頂いた会員も多数いらっ

しゃいます、ただただ感謝・感謝・感謝の気持ちでいっぱ

いです。 

皆様のご協力に感謝いたします。有難うございました。 

 

 

 

 



 

◆インターアクト委員会                  中野秀一委員長 

 

本年度のインターアクト委員会は、マレーシアにて行わ

れた海外研修活動へインターアクター達と参加し、現地

インターアクターと交流する中で国際理解を深める事が

出来ただけではなく、日本国の誇れる事を英語で発表す

るなど、愛国心の醸成と国際感覚豊かな人材育成に寄与

出来たのではないかと思います。2660 地区年次大会では

東日本大震災という大きな出来事を教訓とするべく、人

命救助やサバイバル術などを学びながら、命の尊さを学ぶきっかけになったと思い

ます。地域社会への貢献活動としては恒例の早朝清掃活動にも参加するなど、生徒

諸君と交流を深めながら奉仕する事の大切さを一緒に学ぶ事が出来ました。又、舞

洲で行われた新入生歓迎会にも大東 RC の皆様には多数御参加いただくなど多大な

るご負担をお掛けいたしましたが、無事に事業が出来ました事に心より感謝申し上

げます。 

反省点としましては、2660 地区への副委員長出向も兼ねておりましたので、地区

出向者の各クラプ例会に訪問し、インターアクトへの理解と協カの依頼を行ってき

ましたが、地区事業実施における各クラブ間同士の綿密な連携を取るまでには至ら

ず、今後のインターアクトの活動に少なからず不安を感じる所もございます。又、

事業の企面・立案・実施におけるインクーアクター達の自主的な発想がどれだけ尊

重出来ていたのかという点においては今後も引き続いての課題であると同時に、次

年度は地区委員長として自立した活動が出来るようサポートしたいと考えていま

す。  

《 今年度事業報告》  

７ 月 14 日  大阪桐蔭 IAC 例会に参加 

７ 月 31 日  ニコニコキャンプへ参加 

８ 月４ 日～ 海外研修 マレーシア 

９ 月６ 日  早朝清掃活動 

10 月４ 日  早朝清掃活動 

11 月 20 日  2660 地区年次大会 

３ 月 18 日  清掃活動・お別れ会（梅田駅周辺） 

６ 月３ 日  新入生歓迎会 舞洲スポーツアイランドにて 



   その他、東日本大震災義捐金募金活動など 

◎ビジター     

                  2 520地区ガバナー補佐 和田  忠 氏 

                    塩釜ＲＣ 前幹事 下山 雄司 氏 

                     塩釜東ＲＣ会長 日野 勝博 氏 

 

 

震災時の状況説明及び早々に支援に動いた大東ロータリークラブ、そして台湾スワンシ

ーロータリークラブへのお礼を述べられに来られました。 

大西会長、スワンシーロータリークラブの代わりに田川国際奉仕委員長が感謝状を

頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

開聞岳 ： 標高 924m                   百名山 99／100 
 
開聞岳（かいもんだけ）は、鹿児島県の薩摩半

島の南端に位置する標高 924mの火山。1964年（昭

和 39年）3月 16日に、霧島屋久国立公園に指定

された 。日本百名山、新日本百名山及び九州百

名山に選定されている。山麓の北東半分は陸地に、

南西半分は海に面しており、見事な円錐形の山容

から別名薩摩富士とも言う。所在地は鹿児島県指

宿市。 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
宮之浦岳 ： 標高 1936m                 百名山 100／100 
 
 

 

宮之浦岳 (1,936m)、永田岳 (1,886m)および黒

味岳 (1,831m)を屋久島三山と呼び屋久島の代表

的な山とされ、ネマチ  (1,814m)、栗生岳 

(1,867m)、翁岳 (1,860m)、安房岳 (1,847m)およ

び投石岳 (1,830m)などを含めて「奥岳」と呼ば

れる。 

宮之浦岳を始めとして屋久島の山岳地域の大

部分は霧島屋久国立公園に指定され、宮之浦岳、

永田岳など中央の山岳地帯は世界自然遺産の森

林生態系保護地域保存地区に指定されている。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
№2161、№2162の今週の卓話の日付の変更がされておりませんでした。申し訳ありませんでした。 

正しくは№2161→６月５日、№2162→６月 12日です。ここにお詫びと訂正を入れさせていただきました。 


