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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
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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
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◆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？

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

２０１２年～２０１３年度

奉仕を通じて

国際ロータリー会長

国際ロータリーのテーマ

平和を

田中 作次

平成 25 年 5 月 7 日
今週の卓話
「

H25.4.23(No.2202 の例会記録)

（５月７日）

物忘れ外来について
堀部

次週の予定
「

No.2203

」

邦夫

会員

（５月 14 日）

電気の話

「四つのテスト体操」
「大東ロータリーソング」

」

東野

ロータリーソング

喜次 会員

先週の例会報告
◆ 出席報告（4 月 23 日分）
会員数 44 名 出席数
特定免除

36 名 欠席者 2 名

6 名 その他免除 名
後面に記載

出席率 94.73％
前々回 4 月 9 日分
ホームクラブの出席者

40 名

100.00％

メークアップの結果 40 名
特定免除
欠席者

ニコニコ箱

4名
0名

その他免除

0名

修正出席率 100.00％

会長の時間

藤本

和俊

会長

皆さんこんにちは。
先週は 3 クラブ合同例会に出席頂き有難うござ
いました。また先々週の GSE ドイツハンブルクチ
ームの大阪府庁表敬訪問、例会、そして武道の模範
演技など、田中ロータリー財団委員長、加藤委員長
はじめ多数の会員皆様のご協力のお蔭で無事一日
のプログラムを終えることができました。大変感謝
申し上げます。そして GSE のメンバーは加藤会員の計らいで各自に名前入りの竹
刀を贈呈するなど,大変喜んでおられたそうであります。本当にお気遣い頂き有難
うございました。
さて今月は雑誌月刊であります。会員の皆様にとりまして、「ロータリーの友」
はどんな存在でしょうか。私はロータリーに関する情報誌であり、認識を深めるこ
とのできる教科書であると思います。この後の福富会員の卓話と少しかぶるかもし
れませんが、「ロータリーの友」の創刊またその変遷についてお話したいと思いま
す。
1952 年 4 月、第 60 地区の大会が開催され、同年 7 月の新年度から、日本の地
区は東日本と西日本に分割されることが決定されていました。これまで共に活動を
してきた日本のロータリアンが、分割されてからも緊密に連絡を取り合い、情報を
共有するための機関誌として企画されました。
新しい雑誌には次のようなことが決められました。翌年 1953 年 1 月から毎月発
行すること,価格を 50 円とするが、広告収入を入れて 100 円分の内容のある雑誌に
すること,名前を『ロータリーの友』とすることなどであります。
また雑誌を縦書きにするか、横書きにするか意見が分かれ、全会員による一般投
票の結果、二対一の割合で横書きが採用されることになりました。しかしその後、
俳壇、歌壇など横組みでは具合の悪い欄がわかり、これらを縦書きで入れることに
なりました。しかしページを開いていくと、横書きの中に突然縦書きのページが出
てきて読みにくいということで、1972 年 1 月号より現在のような雑誌の形になっ
ていきました。
考えてみれば国内の地区が分割される危機感のなかで、なんとか情報の共有化を
はかる一念でこの「ロータリーの友」が誕生したことは、ロータリアンとしての熱
き念いを感じる事ができるのではないでしょうか。

委員会報告

◎ニコニコ箱委員会

中野

秀一

委員長

・入会記念日

自祝

堀部

邦夫 君

・入会記念日

自祝

田川

和見 君

森山

信一 君

・早退お詫び

・GSE ハンブルクメンバー受入れに際し、田中ロータリー財団委員長、
加藤会員はじめ多数の会員の皆様にお世話になり
ありがとうございました

感謝

・3 クラブゴルフコンペ優勝しました

藤本

和俊 君

髙島

登 君

福富

經昌 君

大東

弘 君

佐藤

多加志君

木村

克己 君

中野

秀一 君

東村

正剛 君

東野

喜次 君

・4 月１１日に福岡南 RC を訪問致しました 市外からの訪問者には
博多山笠の絵の扇子を贈る事になっているとのことで
素敵な扇子を頂き楽しいひとときを過ごすことが出来ました
・東村君

納税協会コンペお世話になり

ありがとうございました

感謝

・ゴルフシューズ買いました
・BMW のバイクを買いました

自祝

・皆様のニコニコに感謝！
・空門さん写真有難うございます
森岡さんお世話になりました
・合同ロータリー欠席しました

感謝
ゴルフご迷惑をかけました

ロータリー米山記念奨学会より田川会員に
カウンセラーの委嘱状が届きました

◎インターアクト委員会

東村

正剛委員長

２０１２～２０１３年度インターアクトクラブ”新入生歓迎会”および地区委員、
正副委員長、クラブ顧問合同会議が開催されます。
□新入生歓迎会
日

時：２０１３年６月２日（日）

場

所：大阪府羽衣青少年センター

９:３０～１５:３０

集合場所：羽衣青少年センター

〒592-0002 大阪府高石市羽衣公園丁
TEL 072-263-1271

9：30 現地集合です
南海本線 「羽衣」駅より、
徒歩約１５分
＊難波駅から…空港急
行、または急行に乗車
羽衣駅まで約１５分

活動内容：１）集合・点呼・開会式・挨拶・諸注意

９：３０～

２）焼き板制作

１０：００～

３）バーベキュー

１１：００～

４）公園内ウォークラリー

１４：００～

５）講評・解散

１５：００～１５：３０

※雨天時でも決行します。（ただし、ウォークラリーは中止）
多数のご参加よろしくお願い致します。

先週の卓話

「

「ロータリーの友」の手引書

福富
ロータリー雑誌月間にちなんで、Web. Site

」

經昌

雑誌委員会副委員長

か

らクラブ雑誌委員長用の「ロータリーの友・手引
書」の抜粋を述べました。
編集方針：ロータリー地域雑誌は、ロータリー
のあらゆる面にわたってロータリーの香料を推
進するために存在するとロータリー章典に定め
ており、これに基づいて以下のごとく編集方針が規程されている。「ロータリー
の友」は日本のロータリー34 地区のロータリークラブ会員のためのロータリー
地区雑誌として、国際ロータリーの方針や全世界のロータリアンならびにロータ
リークラブの活動を国内の会員に紹介して海外のロータリー活動に対する興味
を高め、国内の地区・ロータリークラブおよび会員の活動状況を紹介して親睦を
図り、また国内外における各種ロータリー情報を掲載することによりロータリー
精神の涵養、ロータリー活動の発展に寄与することを、発行の目的としている。
横組みページは RI 指定記事や月間特集などが主体で企画記事が中心で、縦組
みのページは基本的に投稿によって編集されている。著作権・知的所有権等に注
意が必要である。
投稿原稿が「ロータリーの友」誌に確実に載るコツ：
●事前に活動の流れを確認して、どのような写真を撮るかを考えておく
●日本全国の人が読むということを意識して原稿を書く
●読者が興味を持ち、役に立つことを書く
●新鮮なネタを提供する

いろいろなウミウシ

名前は不明です。

ボブサンウミウシ
5mm ぐらい。

名前わかりません。
大きさ 1cm ぐらい。

名前は不明です。
準 1cm。

ソライロイボウミウシ
どこにでもいるウミウシで
すが、バックとの色合いが
綺麗だったので撮影しまし
た。
みなべ沖合水深 15m 付近。

コールマンウミウシ
みなべ沖合水深 15m 付近
で撮影しました。
色合いがとても良いです。

２０１２～２０１３年度

●第６回クラブ協議会（新旧合同）のお知らせ●
第６回クラブ協議会を下記の通り開催いたします。
新旧の理事・役員・委員会委員長の皆様はご出席下さいます様、
お願い申し上げます。
日
場

時 ２０１３年５月７日（火） 例会後
所 市民会館 ４階 大会議室（例会場）

＊ご都合の悪い方は、副委員長の出席をお願い致します。

