
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （11 月 27 日） 

次週の予定  （12 月 4 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告（11月 20日分） 

会員数  45名 出席数 27名 欠席者 7名 

特定免除  11名 その他免除  0名 

出席率 79.41％ 

 

前々回 11月 6日分 

ホームクラブの出席者 33名   94.28％ 

メークアップの結果 39名 

特定免除  6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 

夜間例会のため割愛 

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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「大東ロータリークラブ創立 45 周年に因んで」 

 大川 真一郎 会員 

  

 

い 

 後面に記載 

今月のテーマ 

「ロータリー財団月間」 

   平成 24年 11月 27 日   No.2185    H24.11.20 (No.2184の例会記録) 

  

  

 
「45周年を迎えて」 

 谷中 清孝 45周年記念実行委員長 
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皆さん今晩は。本日は、夜間移動例会及び小川社会

奉仕委員会の情報集会を開催するにあたり、例会場所

と時間をここ「秀」さんに変更して、また違った雰囲

気のなかで、楽しい例会そして会員交流の親睦を深め

ていって頂きたいと思います。 

先ず報告と致しまして昨日、第 38代目元会長の石丸

様が 14日にご逝去されたという訃報が入って参りました。心よりご冥福をお祈り

申し上げます。 

さて先週はＲＩ2660 地区高島凱夫ガバナーをお迎えして、公式訪問例会を無事

終了することができました。会員皆様方どうも有難うございました。親睦委員会の

皆様方にはいつもながらのご配慮いただき、御礼申し上げます。会長幹事懇談会で

は、会員拡大について女性会員の話題がでましたが、今日までの流れを鑑みると

中々難題である旨を伝え、卓話では殆んど触れられない内容でありました。しかし

考えてみると、女性会員についてクラブ内でのご意見を訊いていないのも現状であ

ります。今後のクラブ運営の参考として、一度クラブ協議会の席上でご意見を拝聴

したいと考えております。 

翌日の 14日には第 2回ロータリーゴルフが、奈良柳生ＧＣで前回に引き続き多

数のメンバーのもとで開催されました。当日は強風が吹く少々肌寒いなかでありま

したが、見事西條会員が優勝されました。おめでとうございます。また東村ゴルフ

委員長には、何かとお世話いただき有難うございました。 

16 日の金曜日には、第 7 回大東小中学生弁論大会が開催され、年々高まってい

く弁論内容に、甲乙つけ難く審査員を悩ますほどレベルが高く、また会場も本当に

たくさんの生徒さん、保護者の方々が来場され、聴く態度も良く、活気に溢れてい

た大会内容であったと思います。教育長の講評のなかでも、それぞれ弁士の見方、

考え方など熱いものが伝わり、感受性豊かな表現内容で非常に良かった称賛されて

いました。詳しいことは後程、中新世代奉仕委員長より報告があると思います。大

会終了後に市長、議長より、国旗とロータリー旗が掲げていない事に関して、次年

度開催には掲げる設営に致しますとの話がありました。当り前ことですが、ありが

たいお話だと思います。 

そして 18日の日曜日には、インターアクト年次大会が浪速中高等学校ＩＡＣ主

催で開催されました。中野地区ＩＡＣ委員長並び多数の会員の出席をいただき有難

うございました。木村浪速学院理事長の挨拶のなかで、君が代に出で来る「さざれ

石の巌となりて苔のむすまで」と詠まれたさざれ石が構内に奉ってあるということ 

 

藤本 和俊 会長 

 

 

会長の時間 



で、移動の時間に見る機会があり

ました。元来「細石」と書き、小

さな石のことであり、石質は各地

様々で外 観上小さな石の隙間が

炭酸カルシュウムや水酸化鉄等で

埋められ固化した石を一般に「さ

ざれ石」と呼んでいるようであり

ます。ターゲットテーマではＡＩＤＳを含む性感染症予防について講演があり、高

校生の約 20％が感染している実態を聴き、驚きを隠せませんでした。次代を担う

青少年の健全育成のためにもっと私達ロータリーアンが、社会環境づくりを進めて

いくことが、更に重要な責務であり義務であると強く感じました。 

以上先週は行事が目白押しで、ロータリー漬けの一週間でありましたが、あらた

めてご参加いただきました皆様方に感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

・誕生日 自祝 鷺森  董 君 

・結婚記念日 自祝  吉田 昭己 君 

・大阪桐蔭高ラグビー部花園決まりました  

  何かと応援お願いします 自祝 大西 寛治 君 

・高島ガバナー公式訪問例会無事終えることができました 

  有難うございました 藤本 和俊 君 

・ゴルフコンペ東村キャプテン有難うございました 

  弁論大会、インターアクト年次大会 

  多数の参加お疲れ様でした 髙島  登 君 

・弁論大会参加ありがとうございました  中  恒夫 君 

・風邪みたいです 早退  中村 眞也 君 

・大阪桐蔭ラグビー部が優勝しました 感謝  田川 和見 君 

・体重 2kgリバウンドしてしまいました アチャ！ 佐藤 多加志君 

・四條畷でおいしいフレンチをいただきました 木村 克己 君 

・インターアクト年次大会無事終了 ありがとうございました 

  皆様のニコニコに感謝！  中野 秀一 君 

・インターアクト年次大会、中野委員長お疲れ様でした 

  あらためて性教育の勉強させて頂きました有難うございました   

 植田 直平 君 

・インターアクトお疲れさまでした るるくに感謝  德山 泰之 君 

 

 

 
         

◎新世代奉仕委員会  中 恒夫 委員長 
 

 本年度最後の事業となります。第 7回大東市小学生中学生弁論大会が平成 24

年 11月 16日（金）午後 2時よりサーティホール（大ホール）にて市内小学生

1,235名、中学生 3,027名の中から 10名が選考され、「心をことばに～伝えたい

気持ち～」テ－マで行われました。 

又、昨年より 5年生 13名よる 1分間スピーチで「わたしたちの学校紹介」をテ

ーマし地域の特徴をおりこみ 1分間の熱弁でした。 

 今、時代が時間と共に変化していく中でこの子供たちの将来の道しるべになる

のも、ロ－タリアンの使命ではないでしょうか？ 

委員会報告 



 

南部の海で撮影しました。 

結構普通にいます。水深も 

１０ｍぐらいの浅い所にい

ますので見つけやすいです 

紫色と黄色のコントラクシ

ョンが綺麗な魚です。 

大きさは１０ｃｍぐらいで

す 

●小学生の部 

市長賞 「私がたてわり活動で学んだ事」          秀 ほの花さん （深野北小学校） 

市議会議長賞「まわりには優しい友だちがいっぱい」  稲堂丸 怜菜さん（諸福小学校） 

教育長賞 「つながる心と言葉」    小杉 有希奈さん（四條北小学校） 

ロータリー会長賞「小学校生活で学んだ友達の大切さ」 松下 瀬菜さん（住道南小学校） 

ロータリー会長賞 「柔道」    濵田 希心君（北条小学校） 

●中学生の部 

市長賞 「陸上と仲間に出会って」   松尾 和奈さん （大東中学校） 

市議会議長賞 「人と人とのつながり」  田中 優衣さん （南郷中学校） 

教育長賞 「言葉の裏のあたたかさ」   辻川 有紗さん （諸福中学校） 

ロータリー会長賞 「いじめ」   松風 奈津美さん （住道中学校） 

ロータリー会長賞 「私のサッカ－への思い」   小原 春佳さん （四条中学校） 
 

お忙しい中、当日参加いただきましたメンバ－にはお礼を申し上げ事業報告とい

たします。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜入賞者＞ 

 レンテンヤッコ 



 

 

「 夜間例会にて 」 

 

社会奉仕委員会                   小川 芳男 委員長 
 

今年は、４５周年という事で、社会奉仕委員長と４５

周年実行委員会の記念事業担当という重責を仰せつ

かっております。薬物乱用防止事業は、ここ数年例会

の卓話に登場し、

メンバーの皆さ

まには、馴染みの

あるテーマになっているかと思います。市民

祭りの折には、社会奉仕委員会の事業の一つ

として啓発パンフレット等の配布にご協力を頂いております。今年は、４５周年

という事で、啓発用ＤＶＤとパンフレット・クリアファイル等を大東市に寄贈い

たします。府下においても先進的に取り組んできた大東市および関連各種団体が

よりこの事業に積極的に関わって頂けるよう企画いたしました。ＤＶＤの中の１

つを今日は鑑賞して頂きます。 
 

もう一つの記念事業として記念植樹がございますが、11 月 27 日執り行います。 

大東市民に緑と木陰の憩いの場所を提供してくれることと思います。 
 

そして 3つめの記念事業として東北への去年に続く支援事業です。今年は、七ヶ

浜町の町役場に大型ＴＶ2台を寄贈いたします。地震と津波により荒廃疲弊した

町が 1日でも速く立ち直る事を祈念し、情報提供や連絡・娯楽等に役立ってくれ

ればと思います。5分だけのＤＶＤですが南三陸という詩の朗読です。胸と目頭

が熱くなりますが、鑑賞してください。 

 

先週の卓話 


