
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （9 月 25 日） 

次週の予定  （10 月 2 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告（9月 18日分） 

会員数  44名 出席数 38名 欠席者 1名 

特定免除  5名 その他免除  0名 

出席率 97.43％ 

 

前々回 9月 28日分 

ホームクラブの出席者 37名   92.68％ 

メークアップの結果 41名 

特定免除  3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 

「町に灯を」「四つのテスト体操」 

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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 「秋の家族会」 

佐藤 多加志 親睦活動委員長 

‐‐  Peace Through Service ‐  

 

   後面に記載 

平成 24年 9月 25日   No.2176 H24.9.18 (No.2175の例会記録) 

今月のテーマ 

「新世代のための月間」 

 「都市近郊における農業」 

橋本 正幸 会員 

 ゲストスピーカー 桐蔭高校野球部監督 

                  西谷 浩一 氏  

                  
 
 ゲスト    大阪中之島 RC 会長 針谷 紘一氏 

                      満村 和宏氏 

        大東中央 RC 会長 東坂  巌氏 

                  川西津音夫氏 

                  糸川千恵子氏 



 

 

 

 

皆さんこんにちは。今年はまだまだ厳しい残暑が続

きますが、16 日の大東市民まつりには多数の市民の

方が来場されていました。やはり地元の大東をＰＲで

きる絶好の機会であり、各ブースにおける内容も継続

的な中にも、面白みを工夫した子供さん向けの企画な

ど数多く見受けられました。また、最終の盆踊りが終

わった後のゴミも殆んど無く、市民のマナーの良さが印象に残りました。 

当クラブと致しましても青少年の薬物乱用防止キャンペーン事業の啓発活動を

毎年行なっております。大東市内の青少年の煙草アンケートでは、過去幼稚園児で

2 人が、小中学年で 1 日 40 本以上の喫煙が 40 人と、すでにこのような異常な体験

者が薬物依存の予備軍となり常習犯化していくそうです。特に若者に蔓延する「脱

法ハーブ」について、大麻や覚せい剤の使用につながる“入り口”にもなり、薬物

乱用者が麻薬の代用品として使う“逃げ場”にもなってしまいます。包括指定の早

期導入や取り締まりの強化、学校現場での薬物教育の徹底などを訴えていくなど社

会的にももっと関心を持つことが重要だと思います。 

そして行政においても大阪府では、国に先駆け条例で規制を始めた東京都より薬

物の成分データの提供を受け、都と同様の規制に乗り出す所持や使用の禁止の罰則

規定を盛り込んだ条例をこの 9 月議会で成立を目指しており、実現すれば全国初と

なります。 

当クラブとしても、僅かな一つの運動ではありますが、今回の市民まつりでの啓

蒙活動や、45 周年事業の一環でも取り上げて、健全な価値観をもった青少年の健

全育成に努めて行きたいと考えております。 

昨日の 17 日には、大東ロータリー旗杯少年野球大会の決勝戦が行なわれ、大変

迫力のある好プレーの続出でありました。これも子供に対する、ご父兄や、指導者

の愛情が少年達の育成に大きな影響があると思います。しかしこの先は親の敷いた

レールの上を走るのでなく、自分で挑戦する勇気や責任感を持って、自分で考える

体験を積んでいって戴きたいと思います。 

最後になりましたが、市民まつり、少年野球大会にご参加頂きました担当委員長

始め多数の会員の皆様方、大変暑い中ご協力ありがとうございました。 

藤本 和俊 会長 会長の時間 



                           髙島  登 幹事 

 

I.M.第１回担当者会議開催 

 日時：９月１８日（火）2：00～4：00 

 場所：北大阪商工会議所 2F 

 幹事、小川社会奉仕委員長 2 名出席予定 

 

 

◎ニコニコ箱委員会                   中野 秀一 委員長 

 

・入会記念日 自祝                     角井 吉彦 君 

・入会記念日 自祝                     植田 直平 君 

・ 地区大会に是非ご出席下さい 

    地区大会実行委員会 大阪中之島 RC        針谷 紘一 氏 

                             満村 和宏 氏 

・大東市民まつり、大東市スポーツ少年野球閉会式に 

   多数ご参加頂きありがとうございました        藤本 和俊 君 

・大事な会議に欠席申し訳ない 反省            大西 寛治 君 

・親睦活動委員会函館下見ご苦労様でした 市民まつりお疲れ様でした 

   野球大会お疲れ様でした                   髙島  登 君 

・市民まつりでの薬物乱用防止事業及び盆踊りの警備 

   会員の多数のご参加を頂きありがとうございました   小川 芳男 君 

・少年野球大会無事終了 

   多数のご参加ありがとうございました         中  恒夫 君 

・親族に不幸がありました                 橋本 正幸 君 

・大東市民まつり、少年野球大会おつかれさまでした     佐藤 多加志君 

・ 市民まつり、小川委員長 少年野球大会、中委員長 

   ありがとうございました                木村 克己 君 

・皆様のニコニコに感謝！                 中野 秀一 君 

・大東市民まつり 皆様お疲れ様でした           東村 正剛 君 

・東村君、子供と孫の分までありがとう           中嶋 啓文 君 

・大東市民まつり 暑い中おつかれ様でした         空門 満也 君 

・娘がカナダ留学に旅立ちました              德山 泰之 君 

委員会報告 

幹 事 報 告 



◎社会奉仕委員会                    小川 芳男 委員長 

 

９月１６日大東市民まつりにおいて薬物乱用防止運動の啓発事業に、又盆踊りの周

辺警護にと、多数参加いただきました。日曜日朝早くから夕方までという休日の一

日がかりの事業に多くのメンバーの方が参加頂きました。ありがとうございました。 

また、例年恒例の赤い羽根共同募金に一人５００円の募金をさせて頂きました、赤

い羽根バッヂを一人一つずつ用意いたしました、胸につけて頂ければと思います。

よろしく御願い致します。 

 

薬物乱用防止キャンペーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◎新世代奉仕委員会                  中  恒夫 委員長 

 

先日９月 17日（祝）午後２時 30分より大東公園グランドにおいて、決勝戦「オー

ル住道ＶＳジュニアサンダ－ス戦」が行われました。９対３でオ－ル住道が優勝し、

その後表彰式及びメダル授与を行いました。熱い中、会長はじめ会員の皆様参加い

ただきまして、ありがとうございました。 

 

第 33回大東ロータリークラブ旗争奪少年野球大会終わる！！ 

 

 

和歌山県南部沖で撮影しました。 

大変レアで見つけたときは興奮

しました。 

それ以来、1 年以上も出会ってい

ません。 

 ゴルゴニアンシュリンプ 

 

 



 

「 甲子園－春夏連覇 」 

 

               担当 森山 信一 会員  

                   桐蔭高校野球部監督 西谷 浩一 氏  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 春に続き夏の甲子園でも優勝し「 春夏連覇 」を果たした桐蔭高校野球部の 

西谷 浩一 監督にお話しをしていただきました。 

 

 

 

 

 

国際ロータリー第 2660 地区 2012-2013 年度 地区大会開催 
   

地区大会第１日 ： 2012 年 12 月 7 日(金)  

地区大会第２日 ： 2012 年 12 月 8 日(土) 

地区大会登録料：会員様お一人 5,000 円（全員登録）、ご家族様は無料です。 

ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会登録料：会員様・ご家族様ともにお一人 20,000 円です。  

 大会第１日目 分科会の出席対象者について 

  ・ 分科会Ⅰ：会長、幹事、ＳＡＡ 

  ・ 分科会Ⅱ：職業奉仕、社会奉仕、新世代奉仕の各委員長、会長エレクト 

  ・ 分科会Ⅲ：Ｒ財団、米山、国際奉仕の各委員長 

  ・ 分科会Ⅳ：入会３年までの会員の方並びにクラブ奉仕委員長 

大会第 2 日目 特別講演 

「iPS 細胞研究の進展」  京都大学教授京都大学 iPS 細胞研究所所長 山中 伸弥 教授 

● 多数の方々のご参加、お待ち申し上げております。 

先週の卓話 


