
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （4 月 2 日） 

次週の予定  （4 月 9 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告（3月 26日分） 

会員数 44名 出席数 33名 欠席者 5名 

特定免除 6名 その他免除 名 

出席率 86.84％ 

 

前々回 3月 5日分 

ホームクラブの出席者 37名  97.36％ 

メークアップの結果 38名 

特定免除  5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 

「四つのテスト体操」「日も風も星も」 

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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 後面に記載 

今月のテーマ 

「ロータリー雑誌月間」 

平成 25年 4月 2 日   No.2199    H25.3.26(No.2198の例会記録) 

 

 

「 ドイツ・ハンブルグ GSE チーム 」 

担当 ロータリー財団委員会  

田中 祥介委員長  

ゲスト 

四条畷警察署 課長（警部） 氏 

交通総務係（警部補） 氏 

交通課主任（巡査部長 氏 

 

い 

「 会社を守るための財務戦略 」 
 担当 中嶋 啓文 会員 

講師 東京海上日動あんしん生命保険㈱ 
徳原 俊裕 氏 
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皆さんこんにちは 

今年の桜の開花日は、九州・四国地方や東京都心

周辺では平年より 10日前後早く、記録的な早さにな

った所があります。大阪でも５日早くこの週末に満

開予想が出ています。このような大変温かい気候の

なか、13 日（水）に第 3 回大東ロータリーコンペが開催され多数ご参加頂き有難う

ございました。ちょうどスギ花粉の最前線でのラウンドで、プレーより目と鼻水との

戦いの方もかなり見受けられました。私もその一人でありましたが、そうした環境の

中で、いつも週報で珍しい海中の生物を掲載して頂いています松原会報委員長が見事

優勝されました。おめでとうございました。 

そして 23日（土）には、大阪桐蔭高等学校創立 30周年記念式典並びに祝賀会に出

席して参りました。大阪産大高校の分校・大東校舎の設立から 30 年にわたる歩みの

エピソードをまじえた挨拶が森山校長よりあり、大変感動を受けました。今後も更な

る飛躍と発展を祈願致しております。 

さて少し面白い書物を目にしましたので紹介したいと思います。「オッサンになる

人、ならない人」という題目です。自分はまだ若いと思っていても、オッサンの兆候

として、「あれ」とか「それ」とかが多くなる。つまり何か言おうとしても言葉が出

てこない。だから手短な指示語で補おうとする。また、無意識のうちに独り言が多く

なっている。あるいはしかめっ面をし、説教くさくなり、話が長くなる。テレビを見

る暇がないし、老眼と疲れでマンガも読めなくなってきた。流行の出来事がまったく

わからないし、若者の言葉もヒアリングできないときがある。物忘れが多くなり、動

作も緩慢になり、勘違いも増えてきた。場を和ませようと思い、何か気の利いたこと

を言おうと思うが何も浮かんでいない。だから切羽詰まって下ネタや、ダジャレで受

けようとする。不思議な現象である、ふと気づくともう爪が伸びている。よく人と健

康についての話をする。昔は社交性があったのに、段々人見知りをするようになり、

付き合いが悪くなる。懐メロをよく聴くようになり、過去の栄光を語り始める。それ

になんといっても、時間が恐ろしい速さで過ぎ去っていく・・・・・など少なからず

そういう兆候を皆さんご自身や周囲で心あたりはありませんか？ 

この「オッサンくささ」を取り除く方法は、まず自分がオッサンであることを自覚

 藤本 和俊 会長 

 

 

 

会長の時間 



し、受け入れることが大事であります。そして「次世代への世話」という役割を持つ

時期であるので、自分より他者への行為を優先することが良策であり、更に何か対し

て燃えるような熱意をもっていると、オッサンくささが消えていきます。真に今の大

東ロータリーの諸先輩を観ていると、夢・ロマンをもって生き生きとされている方が

たくさんおられ、逆に若々しさを感じます。早くその境地に辿り着きたいものです。 

 

 

 

 

 

 

 

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

・結婚記念日 自祝      加藤 敏明 君 

・結婚記念日 自祝      小川 芳男 君 

・結婚記念日 自祝      德山 泰之 君 

・入会記念日 自祝      大西 寛治 君 

・家族会写真ありがとうございました 感謝   池田  實 君 

・歩こう会参加させて頂きました     樋口 秀和 君 

・空門君写真ありがとう      谷中 清孝 君 

・福富先生有難う御座いました     加藤 敏明 君 

・第 3回大東 RCゴルフコンペ東村委員長ご苦労さまでした  

そして多数のご参加有難うございました  

又、空門君写真ありがとうございました   感謝 藤本 和俊 君 

・空門さん写真をありがとうございました 感謝   堀部 邦夫 君 

・3月 14日（木）高松 RCを訪問し、 

バナーを載き歓迎して頂き 感謝    福富 經昌 君 

・福富先生なにからなにまでありがとうございました 感謝 小川 芳男 君 

・先日のコンペ優勝しました     松原 清一 君 

・藤本会長日曜日は夫婦でごちそう様でした 感謝  田川 和見 君 

・娘と台湾、香港に行って来ました    佐藤 多加志君 

・新会社㈱モールドワークスを設立しました   木村 克己 君 

 

委員会報告 



・淀川河川敷歩こう会大西さん、樋口さん、德山さん、中野さん  

お疲れ様でした お世話になり有難うございました  

先週末、木村さんお世話になりました  

今後共よろしくお願いします     東村 正剛 君 

・早退 お詫び 間  紀夫 君 

・歩こう会さわやかでした！ お好み焼きは残念でした・・・ 德山 泰之 君 

 

 

 

 

 

◎歩こう会「春の淀川河畔散策コース」          大西 寛治 会員 
 

３月２４日（日）朝８時にＪＲ環状線京橋駅に集合し、大阪駅へ移動。大西歩こ

う会会長はじめ、樋口会員、徳山会員、中野会員、東村会員、米山奨学生のフ・ス

イコさん合わせて総勢６名で出発致しました。 

当日は晴天に恵まれ、淀川河畔から赤川鉄橋、豊里大橋を経て鶴見緑地公園を経

由し鴻池新田までおよそ２０ｋｍを散策しました。フ・スイコさんと樋口会員の楽

しい語学研修？を兼ねながらの有意義な歩こう会となりました。 

種類によって満開のサクラもあるなど、春の到来を感じる素晴らしい一日となり

ました。皆様も是非「歩こう会」にご参加いただき、懇親を深めながら体力づくり

しませんか？メンバー一同皆様のご参加お待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◎ゴルフ同好会  東村 正剛キャプテン 
 

先日 3月 13日（水）、飛鳥カントリークラブにてゴルフコンペが行われました。

参加者１７名、優勝は松原会員でした。 

次回は 5 月 15日（水）～16（木）有馬温泉宿泊、15日東条ゴルフクラブ、 

16日関西ゴルフ倶楽部の予定です。 

多数の御参加お願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

モンハナシャコ 結構いそうでいな

いんです。 

海の中では綺麗ですよ！ 

撮影は南部です。 

 

下はモンハナシャコのドアップです。 

  

 

 

モンハナシャコ  

 



 

 

 

「 春の交通安全および交通事故発生状況について 」 

 

担当 中原  毅 会員 

四条畷警察署 課長（警部）  

 

 

 

 

 

 

 昨日まで、西警察署交通課で勤務しておりましたが、本日付で四條畷警察署交

通課長を命ぜられました。前任の課長同様、どうかよろしくお願いいたします。 

ロータリークラブの皆様方には、平素から地域の交通安全問題はもとより警察行

政はじめ全般にわたり、格別のご支援ご協力を賜り、心から厚くお礼申しあげます。 

それでは、平成２４年中の大阪府下の交通事故発生状況について説明したいと思

います。大阪府下の交通事故発生状況ですが、件数・死者数・負傷者数はともに減

少しました。死者数は１８２人で、前年と比較し１５人（－７．６％）減少いたし

ましたが、この１８２人は、交通事故統計を集計し始めた昭和２３年から１番少な

い人数となっています。交通死亡事故の特徴を説明しますと、状態別では貨物自動

車関連が７３人で最も多く、次いで二輪車関連が５４人、歩行者関連が５３人とな

っています。年齢層別に見ますと６５歳以上が８４人と全体の４６．１％で約半数

と最も多く、これから高齢化社会が進むにつれて益々高齢者関連事故が増加してい

くと予想されます。また、二輪車事故が増加傾向にあり、現に、今年に入って大東

市内で二輪車が関連する交通死亡事故が２件発生。ともに原付バイクの男性２名が

亡くなりました。 

次に、平成２４年中の四條畷警察署管内の交通人身事故について説明します。件

数、死者、傷者、負傷者数とも減少しておりますが、交通死亡事故で４名の尊い命

が犠牲となってしまいました。当署の交通死亡事故件数の推移を見ますと平成２２

先週の卓話 



年は４件、平成２３年は６件あり、昨年は４件となっています。この４件を説明し

ますと、昨年は１月から５月上旬まで交通死亡事故の発生がありませんでしたが、

５月１０日をかわきりに４件発生してしまいました。 

 

＜１件目＞  

５月１０日午前９時台、大東氏三箇の市道いわば生活道路で、前方不注視の普通

貨物が、一時停止を無視して横断する自転車と衝突するという事故で、自転車の 

７２歳男性が亡くなりました。 

・普通貨物のわき見と自転車の一時停止無視の出会い頭。 

 

＜２件目＞  

１０月１０日午前８時台、大東市御領の府道深野南寺方大阪線で、中型貨物が左

折する際、同方向を直進する原付バイクを巻き込み、原付の３４歳の女性が亡くな

りました。 

・中型貨物の左後方安全不注意による左折巻き込み。 

 

＜３件目＞  

１１月８日午前５時台、大東市中垣内の国道１７０号で右折して路外施設へ進行

するため停車していた軽四乗用に、前方不注視の普通貨物が追突。対向車線に押し

出された軽四乗用が、対向の普通乗用と衝突して３４歳男性が亡くなりました。 

・普通貨物の前方不注視による追突多重事故。 

 

＜４件目＞  

１１月３０日午前４時台、四條畷市蔀屋の国道１７０号で、横断中の自転車と中

型貨物が出会い頭に衝突して７０歳男性が亡くなりました。 

・中型貨物が勾配道路で横断自転車の発見が遅れた出会頭事故。 

 

昨年の交通事故４件全てが、わき見運転や安全不確認が原因であり、また、貨物

自動車を運転するプロドライバーが共通でありました。 

平成２５年中の本日までの管内の交通人身事故については、今年に入って既に、

大東市内で二輪車が関連する交通死亡事故が２件発生して２名の方の尊い命を失

い、危機的な状況であり、警察としても継続して諸対策を講じながら対処していき



たいと考えておりますが、どうか皆様方にありましても、現下の厳しい交通情勢を

ご理解していただきまして、大東市民に「交通安全」の意識付けを更に広げていた

だきますようにご支援ご指導を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

最後になりましたが、本日ご参加の皆様方のご健勝とご多幸を祈念いたしまして

私の講話を終わらせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ □ 第 12回 ３ＲＣ合同ゴルフコンペのご案内 □□ 

日 時：2013年 4月 17日（水） 

受 付：午前 9時 40～   スタート 午前 10時 13分（IN・OUT共） 

    ・18ホールストロークプレイWペリア方式（合同コンペ） 

場 所：阪奈カントリークラブ 

会 費：5千円 （４月 10日以降はキャンセルフィが発生します。） 
 

※受付は本日４月２日迄です。 

 

○平成 25 年 春の交通安全運動○ 
 

日 時：4月 5日（金） 7：45～8：15 

場 所：JR住道駅前 
 

啓発物品の配布 

大阪産業大学のチアリーディング部演技 
 

※多数のご参加よろしくお願い致します。 

  


