
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （8 月 7 日） 

次週の予定  （8 月 21 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告（7月 31日分） 

会員数  44名 出席数 39名 欠席者 0名 

特定免除  5名 その他免除  0名 

出席率 100.00％ 

 

前々回 7月 10日分 

ホームクラブの出席者 37名   92.5％ 

メークアップの結果 40名 

特定免除  4名  その他免除   0名 

欠席者  0  修正出席率 100.00％ 

ロータリーソング 

「手に手つないで」 

２０１２年～２０１３年度 

国際ロータリーのテーマ 

奉仕を通じて 
平和を 

 

 田中 作次 

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 藤本 和俊 
■幹 事 髙島  登 
■会報委員長 松原 清一 

◆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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「 クラブ奉仕部門の運営について 」 

上田 正義 会員 

‐‐  Peace Through Service ‐  

 

「 地区方針について 」 

         樋口ガバナーバナー補佐 

 

 

 

ビジター      大阪大手前 RC 竹森敏麿 氏 

    後面に記載 

 

 

平成 24年 8月 7日   No.2170 H24.7.31. (No.2169の例会記録) 

 



 

 

 

先週７月２４日の大東市民体育館で開催しました

移動例会と第２８回四条畷管内中学生対抗剣道大会

に大変暑い中ではありましたが、多数の会員の出席

を頂き無事終える事ができました。そして中新世代

奉仕委員長を中心に各会員のご協力のもと会場設営

をして頂き、まことにありがとうございました。特

に非常にレベルの高い白熱した試合が多くありまし

たが、時には基本動作ができていない選手に、審判

の方から丁寧に指導を受ける微笑ましい一齣もあり

ました。また結果についてはこのあと委員長より報告があります。 

さてロンドンで３度目の開催となる第３０回夏季オリンピック大会が２７日に

開幕し、五輪参加１００周年を迎えた日本は前回の北京大会に次いでの史上２番目

となる選手２９３人、役員２２５人の規模で派遣しています。 

開会式に先立って始まったサッカーでは男女とも好発進で、男子柔道の平岡選手

がメダリスト第１号に、そして本日女子 57Ｋg 級松本選手が金メダルの第１号にな

りました。いよいよこれからが楽しみです。 

メダル獲得数のメディア予想では、米国が３７個で首位に返り咲き、中国が前回

大会から１８個減の３３個で２位、そして日本が目指す世界５位には金メダル数１

５～１８個が必要です。中国が減らす金メダルを拾うことができれば現実味が帯び

てくるということですが、皆様方は如何に予想されるでしょうか？ 

因みにオリンピックの源流をたどればギリシャに行き着き、近代スポーツのサッ

カー・ラクビー・テニス・ボクシング等の発祥は英国であります。そこには野蛮な

闘争がゲーム化されるのはルールによるものであり、ルールは守るものである、と

いう人間への信頼がベースに成り立っていることです。全てにおいて細かな規則を

決め明確化している米国スポーツとは少々違いがあります。今回は人間味溢れるス

ポーツとして、その素晴らしさを楽しむ為の大会としての意義があるようです。 

これから二週間あまり熱戦が続きますが、テレビ観戦で睡眠不足にならないよう

にくれぐれもお体をご自愛して下さい。 

最後になりましたが、このたび大阪桐蔭高校が４年ぶり６度目の夏の甲子園出場

を決められ、おめでとうございます。春夏連覇ができますよう祈願致します。

藤本 和俊 会長 会長の時間 



 

◎ニコニコ箱                     中野 秀一 委員長                         

 

・入会記念日                       間  紀夫 君 

・四條畷警察署管内中学校対抗剣道大会 中新世代奉仕委員長始め 

   皆様のご協力有難うございました    

・大阪桐蔭高 校夏甲子園出場おめでとうございます     藤本 和俊 君 

・甲子園出場 感謝                    森山 信一 君 

・中野委員長お世話になりました 感謝           上田 正義 君 

・剣道大会お疲れ様でした 感謝              髙島  登 君 

・橋本会員 先日は集合写真を有難うございました      福富 經昌 君 

・剣道大会無事終了 ご協力ありがとうございました 感謝  中  恒夫 君 

・28 会にて優勝させて頂きました 感謝           大矢 克巳 君 

・明日 長女が留学先のドイツから帰国します 感謝     佐藤 多加志君 

・剣道大会 中委員長ありがとうございました  感謝    木村 克己 君 

・いつもニコニコありがとうございます 感謝        中野 秀一 君 

・杉原会員御夫妻、色々と相談にのって頂き 

   有難うございました 感謝              東村 正剛 君 

・剣道大会お疲れ様でした                 空門 満也 君 

・剣道大会お疲れ様でした 大阪桐蔭高校甲子園出場おめでとうございます 

 生駒ボーイズクラブ出身の笠松君ガンバレ！春につづいて活躍よろしく！！ 

                             植田 直平 君 

・剣道大会皆様ご苦労さまでした              東野 喜次 君 

・娘が結婚しました 大東市民になりました 自祝      德山 泰之 君 

・早退 お詫び                      橋本 正幸 君 

・来週台湾へ行ってきます 

   情報集会出席できなくて すみません お詫び     中嶋 啓文 君 

 

 

 

委員会報告 



◎ロータリー財団                    田中 祥介委員長 

 

2012－2013 年度 GSE 派遣団長募集について 

 

派遣先 ドイツ ハンブルク（第 1890 地区） 

派遣期間 2013 年 5 月 21 日 ～ 6 月 21 日 （32 日間） 

      派遣人数 団長 1 名  団員 4 名  計 5 名（予定） 

      団長資格 ①第 2660 地区の現役ロータリアン 

     ②GSE 派遣の主旨を理解している人 

     ③英語又はドイツ語で日常会話が出来る人 

     ④派遣前に団員との交流及び諸準備が出来る人 

 〇申込締切 2012 年 8 月 31 日 

 〇申込先 ガバナー事務所 

 

 

◎歩こう会 （大峰山登山）              大西 寛治 会員 

 

 日  時：8 月 26 日（日） 

      AM4：00  大東出発  

      AM6：00 登山開始 

 持 ち 物：着替え、弁当、飲物  

 

 *詳細につきましては、後日参加者に説明予定 

 多数のご参加を宜しくお願いいたします。 

 

 

 

２０１２～２０１３年度 

クラブ奉仕・ロータリー情報 情報集会のお知らせ 

 情報集会を下記の通り開催いたします。 

 ご出席の程お願い申し上げます。 

日  時 ２０１２年 8月 7日（火） １８：００～ 

場  所 秀  

会  費  ５,０００円  



 

 

 

「癒し３」 

 

松原 清一 会員 

 

私にとっての「癒し」は、趣味のスクーバダイビ

ングをすることです。海中では 3 次元に動くことが

でき、まるで空に浮かんでいるような感覚になりま

す。海中の景色をバックに泳いでいる魚はまるで飛

んでいる鳥のように見えます。特に群れで泳いでい

る魚は群れで飛んでいる鳥のごとく凄いスピードを

寄ってきて去っていきます。群れの中に飛び込んだ

時の感覚は何とも言えません。このような体験は絶

対地上ではできないので、興味あるかたは一度やっ

てみる価値はあると思います。 

また、海中の一面ブルーの世界の中でただ漂っていると言う感覚もとても癒しにな

ります。廻りに見えるのは横も下も上も見渡す限りブルー一色その中で水面越しに見

える太陽光がとてもきれいです。（ダイビングでは安全停止と言って水深５ｍで最低

3 分は停止しなければなりません。その時に味わえることが多いです。）もちろん透

視度透明度の良い時の中層が最高です。 

海中には地上と比べ物にならないぐらい生物が多く存在し、大きな魚から米粒ぐらいの

ウミウシ等の生物まで、注意してみるといっぱい存在します。そのなかで珍しい生物を見

つけて写真や動画を撮ると言うのも楽しみの一つです。自分が珍しいものを見つけた時は

大声で叫びます。（水中では言葉にはなりませんが地上より音は大きく聞こえます） 

ダイビングとダイビングの間のインターバルの時間に寝ころびながら海をぼんや

り見ているのも癒されます。 

アフターダイビングも癒しの一つです。ダイバー仲間と一緒にお茶を飲んだり、食事を

したりと言うのも楽しみの一つです。ダイビングは必ずバデイと言って 2人１組で行動す

ることが基本です。初心者から上級者まで必ずバデイダイビングしなければなりません。 

水中でのトラブルは重大な事故につながります。お互いが常に一緒で助け合うので

す。知らない人とバディを組んでもお互い信頼する事になります。だから、地上に上

がってもその延長線上で友人関係になれるのです。私もこのような友人が沢山います。

定期的に集まって飲み会したりもしています。 

先週の卓話 



ダイビングと言うと「危険」「体力が要る」とかと言う感じがする人がいますが、

そのようなことはありません。ルールに従って無謀な事をしなければ安全ですし、水

中では浮力があるので地上にいるより力はいりません。医者の診断が必要ですが、定

年になってから夫婦でライセンス取った人もいます。老夫婦がお揃いの格好で水中を

泳いでいるのも良いものです。 

私は現在ダイブマスターと言うランクで海中ツアーのガイドができます。ライセン

スをお持ちの人はぜひご一緒させてください。目標は今年中にインストラクターにな

ることです。インストラクターになるとライセンスを発行する事ができます。興味を

もたれた方はその節はご用命ください。 

 


