
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （6月 18日）  

次週の予定  （6月 25日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告（6月 11日分） 

会員数 44名 出席数 33名 欠席者 2名 

特定免除 9名 その他免除 0名 

出席率 94.28％ 

 

前々回 5月 28日分 

ホームクラブの出席者 35名  94.59％ 

メークアップの結果 37名 

特定免除  7名  その他免除  0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」「 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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「今年度の実績報告と反省」 

 会長・幹事 

 

  

後面に記載 

「今年度の実績報告と反省」 

 各委員長・会計・ＳＡＡ 

 

  

ゲスト      米山奨学生 シュレスタ リエさん 

 



 

皆さんこんにちは。今日あたりから梅雨前線も、台

風の刺激を受けて活発的になりそうですので、局地的

な雨にはご注意下さい。本日はゲストとしまして、米

山奨学生シュレスタ・リエさんがお越し下さいました。

この後近況報告を宜しくお願いします。 

さて先週は梅雨がないと言われています北海道の、地域熱供給システムを行って

いる札幌駅南口エネルギーセンターの視察研修に行って来ました。少し紹介をさせ

て頂きます。 

場所は１日33万人が利用する札幌駅に直結した南口JRタワーB3Fにあります。

「地球環境との共生」をテーマにし、2003 年より天然ガスコージェネレーション

システムを中心に、３箇所のエネルギーセンターから旧道庁赤レンガをはじめとし

た官公庁施設や大丸札幌店、オフィスビル、ホテルなど、約 100 ヶ所の札幌都心

部をカバーする地域熱供給を行っているところです。 

その構内には、「ガスタービン発電機」で回し発電し電気を供給、そして「ガスタ

ービン発電機」から出た排ガスを「排熱ボイラー」で蒸気として回収し、「融雪温水

ボイラー」からつくられた温水は、札幌という寒冷地での用途としてロードヒーティ

ングに利用されます。また「排熱ボイラー」から出た蒸気は、配管を通って送られ、

各施設の暖房・給湯にも利用されています。そして発生した蒸気の一部は蒸気吸収式

に送られ、冷水が製造され冷房の需要に対応しています。この「タービン発電機」か

らかなでる音は、ジェット機のエンジン音同様に凄まじいものがありました。 

この地域熱供給の歴史は、1875 年、ドイツにおいて世界初の地域暖房で採用さ

れ、1893 年にはハンブルクでコージェネレーションによる地域暖房が開始されま

した。以後、寒冷な北欧を中心に蒸気による暖房を行うものが徐々に設置されるよ

うになりました。日本では、1970 年に初めて地域冷暖房を大阪の千里中央地区で

商業ビル、集合マンションなどで実施されました。その後大阪の地域熱供給は大阪

駅西梅田周辺、京セラドーム、りんくうタウンなど１４箇所。全国に於いても、許

可事業者数 80社・許可地区数 141拠点を数えるまで設置されるようになりました。 

今後は都市部周辺の大型工場跡地などを再利用することで、パブリック性の高い、

学校・病院そしてオフィス・商業施設・住宅などを一つの特区にし、先程のコージ

ェネレーションシステムで、１つのエネルギー源から電気や熱など２つ以上のエネ

 藤本 和俊 会長 

 

 

 

 

会長の時間 



ルギーを発生させ、その際、生じた排熱を冷暖房や給湯などに活用していくような

スマートタウン方式や、下水を熱源としたヒートポンプ方式など新たなエネルギー

としての有効活用する時代になっていくのではないでしょうか。 

 

 

 

◎ニコニコ箱委員会            中野 秀一 委員長 

・結婚記念日 自祝      森山 信一 君 

・結婚記念日 自祝      空門 満也 君 

・誕生日 自祝       西條 義昭 君 

・誕生日 自祝       東野 喜次 君 

・埼玉の次男に孫が出来ました     大西 寛治 君 

・地域熱供給システムを行っている札幌駅南口エネルギーセンターを視察し、 

  非常に参考になりました     藤本 和俊 君 

・森岡会員ありがとうございました 感謝   中  恒夫 君 

・最新医療に感謝       橋本 正幸 君 

・本年度も残り３回の例会ですね     佐藤 多加志君 

・青山繁晴氏の講演会に行って来ました 感謝   木村 克己 君 

・皆様のニコニコに感謝！     中野 秀一 君 

・先週欠席しました 出席率 UP     東野 喜次 君 

・杉原さん、間さん 忘れ物すみませんでした   森岡 信晶 君 

 

 

◎ 米山奨学委員会           米山奨学生 シュレスタ リエさん 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネパールから来られたシュレスタ リエさんがゲストとして訪問され、先日寝屋川

RC の例会に卓話に行かれた時のことなど近況報告をしていただきました。 

委員会報告 



 

「 今年度の実績報告と反省 」 
 

◆クラブ奉仕委員会・ロータリー情報委員会 上田 正義 委員長 
  

 全メンバーの皆様方に、大変お世話になり又ご協

力いただきまして、お礼と感謝申し上げます。クラ

ブ奉仕・ロータリー情報並びに副会長・会長エレク

トと貴重な経験をさせていただきまして、大変素晴

らしい１年でありました。 

 役員・理事・委員長の皆様方には、各自担当部署

を誠心誠意務められた事に心より感謝申し上げます。又それに伴う事業を縁の下

の力で支えていただきました、メンバー各位にロータリーの友情・親睦・奉仕を

改めまして感じさせていただきました。ありがとうございました。 

 今年は、大東ロータリー創立 45 周年が成功裏に開催され、これもひとえに谷

中実行委員長はじめ各位のご協力の賜であります。ありがとうございました。 

又、新に森岡会員・安田会員２人が入会され、我々の仲間が増えました事は非常

に嬉しいことであります。各スポンサーにお礼申し上げます。 

 秋の家族会では、函館・大沼公園など連れていただき、又美味しい料理をいた

だき北海道の魅力を堪能させていただき、又クリスマス・例会等大変ご尽力いた

だきました親睦委員会の佐藤委員長をはじめメンバーにもお礼申し上げます。あ

りがとうございました。 

 メンバーのご努力のもと、100％出席がつづき感謝申し上げます。雑誌委員会

も兼ねていただきまして福富委員長ありがとうございました。 

 新年度がはじまる前に、１年間の基本になるプログラムを制約のある中作成し

ていただきました小林委員長ありがとうございました。 

 魚の写真が毎回楽しみにさせていただきました松原会報委員長ありがとうご

ざいました。 

 お忙しい中、毎回の例会・各事業についてのプロ級の腕前の写真を撮影してい

ただきました、橋本委員長ありがとうございました。 

 シンギング委員会の杉原委員長いつもお疲れ様です。大川会員にご指導を仰ぎ

最近は堂々した指揮お見事であります。誕生月のお花いつも季節感あふれ説明毎

月楽しみでした。ありがとうございました。 

 昨今、例を見ない予定をはるか上るニコニコ箱をメンバーのご協力を頂き、又、ニ

先週の卓話 



コニコ箱通信発行などユニークな方法で回収にご尽力いただきました中野委員長あり

がとうございました。ニコニコ箱に対する認識がさらに深くなったかと思います。 

 以上、クラブ奉仕委員会所属の職業分類委員会からニコニコ委員会までの各委

員会の報告・お礼を申しあげましたが、それ以外の委員会メンバー・委員長各位

には他ならぬご協力いただきまして感謝申し上げます。ゴルフ委員長の東村会員、

いつも旅行でお世話になります大矢会員、ありがとうございました。食事同好会

の橋本会員美味しい料理食べさせていただきましてありがとうございました。事

務局の村本さん大変お世話になりまして、ありがとうございました。 

 最後になりますが、藤本会長・高島幹事１年間ご苦労様でした。 

 来年も会員諸兄には大変お世話になりますが、何卒ご指導・ご鞭撻のほど宜し

くお願いいたします。 

 
 

◆職業奉仕委員会  中嶋 啓文 委員長 
 

 職業奉仕委員会では、本年度会長方針『原点を顧

みて、明日への飛躍』のもと、ROTARY CLUBの原点

を考え、10 月の職業奉仕月間には地域の責任ある

企業として道徳的水準を高めるために『コンプライ

アンス』の勉強会を二部構成で開催させていただき

ました。4月には利益を生む『保険の上手な使い方』

の卓話をいただきました。 

 恒例の春の家族会では、個の感性を高めるため、宝塚歌劇の観劇会と、タカ 

ラジェンヌをお招きしての親睦懇親会を開催させていただきました。多くの皆 

様にご参加いただき有難うございました。 

 ご参加していただいた皆様には楽しんで頂けたことと自己満足しています。た

だ、職業奉仕委員長として、各企業が地域にお役立ちできる事業の紹介や推進を

図れなかったことに悔いが残ります。 

 また、本年度１２月には４５周年の式典とクリスマス家族会が開催され、多忙

な日々を送らせていただきました。無事終えたこと、会員各位のご協力の賜物と

感謝いたします。 

 本年度は、初めての理事を経験させていただきました。45 年の歴史を持つ大

東ロータリークラブの素晴らしさと、そうでない一面も学ばせていただきました。

まだまだクラブを取り囲む周囲の変化に対応できていない現実があります。それ



に対応できなかった私自身、未熟な理事であったと反省しております。ROTARY 

CLUBの本質を変えることなく変化していかなければならないと思います。 

 本年度、職業奉仕委員長として、また 45 周年実行委員として精いっぱい頑張

らせていただきました。 

 会員の皆様のお力添えを感謝いたします。有難うございました。 

 
 

◆社会奉仕委員会  小川 芳男 委員長 
 

 社会奉仕委員会は、例年の事業の、各募金への

協賛と大東市のまつり、運動への参加・協賛を行

いました。 

 本年度は 45周年という節目の年度にあたり、記

念事業の冠を頂いて、薬物乱用防止運動の一環と

して大東市のいろいろなイベントや各種団体での

この運動に対する取り組みをサポートするためにＤＶＤとクリアフィル・リーフ

レット等を寄贈しました。この事業は、2660 地区の資金援助を受け 2 倍の事業

規模にすることが出来ました。本年度より地区の方針が変わりＦＶＰという制度

が導入され前年度に事業計画と予算案を立て地区に申請を出さなければならな

くなり、来年の事業ではありますが 45 周年事業として植樹したシマトネリコの

周辺にベンチを設置するという、（社会的弱者と言われる老人子供妊婦障害者等

が少しの時間木陰での休憩を楽しんで頂く）という事業を申請し地区の承認をす

でに受けております。 

 次年度委員長はこの事業の実施と次々年度の事業の企画立案に尽力して頂き

たくお願い致します。 

 メンバー各位のご指導、ご鞭撻、を頂き 1年を終えることが出来ました。心よ

り感謝いたします。有難うございました。 
 

 

◆国際奉仕・世界社会奉仕委員会   大東  弘 委員長 
 

 本年度の、国際奉仕・世界社会奉仕委員会では、

WCS事業としては、４５周年記念事業の冠をつけて台

北スワンシーロータリークラブと共同にて、東日本

大震災被災地への復興支援活動の一環として、宮城

県七ヶ浜町の町役場に大型液晶テレビ２台を被災者

に対する情報提供用として寄贈いたしました。 



 また、４５周年記念式典に参加するために来日された総勢３０名の台北スワン

シーロータリークラブメンバーならびにご家族の皆様とは、前夜祭の食事会をは

じめ記念式典・二次会等有意義な交流が出来ました。 

 そして、式典当日に台北スワンシーメンバーと意見交換を行い、今後の交流や

共同事業の在り方についての基本となるものを合意いたしました。 

 無事一年間事業を行えましたのも、皆様方のご協力のたまものと深く感謝いた

します。 

 
 

◆新世代奉仕委員会  中  恒夫 委員長 
 

 青少年健全育成の事業として、例年継続事業であ

ります四條畷警察管内中学生対抗剣道大会、大東ロ

ータリー旗争奪青少年野球大会、大東市小中学生弁

論大会を事業として開催いたしました。剣道大会に

おいては 28回、野球大会においては 33回と長年に

わたり行われています。 

 地区では出前授業等は推奨されている中、当クラブにおいて「今子供たちにや

る気を持たせる事業」を考えなければならない時にきているのではないでしょう

か。毎年予算の縮小される中で、今一度事業の見直しをして、子供たちが活力あ

る子供になってほしいものです。 

 本年度各事業にご参加いただきました、会員諸兄におかれましては厚く御礼申

しあげまして、事業報告といたします。ありがとうございました。   
 

 

◆地区インターアクト委員会（出向）  中野 秀一 委員長 
 

 今年度インターアクトクラブでは、地区方針で

ある「育もう未来の力を～飛躍～」に基づき、次

世代を担う青少年が行う地域社会の奉仕と国際

理解を深める活動に対し、「自立性溢れる生き生

きとした活動環境のサポートと更なる指導力の

養成」を目指してそれぞれの活動を行いました。 

 今年度の海外研修は、例年通りの奉仕と国際理解を深める活動に、生徒達の自主・

自立性を尊重する事と指導力の更なる養成に重点をおきました。８月６日から９日ま



で、交流先はＤ3510地区、台湾の高雄東北ＲＣ、高雄女子校、そして老人福祉施設の

高雄仁愛之家でした。自主・自立性を尊重するという点において、今年度はクラブ合

同会議に各校顧問と生徒代表にも参加頂き、海外研修プログラムの企画・立案段階か

ら生徒達の要望する老人福祉施設での奉仕内容を盛り込みました。又、指導力の更な

る養成という点においては、両国生徒達の「将来の夢、就きたい職業」を自らに問い

かけると共に、その内容を英語で発表し意見交換を行う事で、アジアに生きる同世代

の若者が両国の特性や文化の違いに気づき、自国を愛し他国を尊重する意識の芽生え

と、国際感覚溢れる将来の日本を支える人材創りとなる事を目的としました。 

 今回の生徒達の素晴らしい交流により、日本と台湾の末永い友好関係の礎とな

る民間外交が出来ました。また、準備段階からの指導やご同行頂きました各校顧

問の先生方、ロータリアンの皆様には心から感謝申し上げます。 

 次に年次大会ですが、浪速中学・高等学校で１１月１８日に開催されました。 

「性感染症予防について考える」~for your future~をターゲットに、始めに各

校インターアクトクラブの活動報告が行われました。続いて「ＡＩＤＳを含む性

感染症について」医療法人福田診療所院長 福田弥一郎様にご講演いただき、午

後の部には大阪府立松原高等学校「るるく」の皆さんによる「エイズ うつる？

うつらない？」をテーマにした分かりやすい寸劇を交えた講演を行って頂きまし

た。医師でもある高島ガバナーが青少年の健全な成長を願っているが故に、職業

奉仕の観点から今大会がこのような切り口で開催されたことは、前途ある若者の

大切な将来を考える場として大変有意義な機会となりました。 

 次に新入生歓迎会が６月 2日に、大阪府立羽衣青少年センターで開催されまし

た。４月から新年度が始まるインターアクターと年度末を迎えるロータリアンと

が新入生を迎えるイベントで、これからともに活動する新しい仲間と最初の共同

作業を行いながら交流を深め、これからの１年のスタートを切ります。焼き板の

製作、バーベキュー、ウォークラリーを行い、懇親を深める事が出来ました。 

 これらの活動内容は活動誌「SCRUM＃38」を発行しておりますので、ここに 1

年間の行事の概要をはじめインターアクターたちの感想も多数掲載されていま

す。 

 一年間を振り返って、ＩＡＣとの交流・サポートが良好なＲＣと、関係が希薄なＲ

Ｃの温度差が見受けられます。現在、６校６クラブで地区ＩＡＣの活動を行っていま

すが、ＩＡＣの継続と発展、又、生徒達が将来国際社会で活躍し、日本の平和と繁

栄に役立つ人材に育てて行く為にも、各ＲＣからの出向委員は勿論の事、輩出クラブ

の皆様にも当委員会存在の重要性にご理解とご協力をお願いしたいところです。 
 



◆会員増強委員会  谷中 清孝 委員長 

 

 本年度会長方針として新入会員 4 名を目標として

おりましたが、残念ながら 2名にとどまりました。 

 本年度の退会者は 4名となり、42名のメンバーでの

次年度のスタートとなりますこと、増強委員長として

は反省しております。 

 これからは若い会員が中心になり、会員数減少の危

機感を脱出していただきたいと考えています。 

 最後になりましたが、本年度 45周年実行委員長という大役を仰せつかり、皆

様方の多大なご協力のおかげで無事終了したことを感謝致します。 

 
 

◆会員選考委員会  角井 吉彦 委員長 

 

 本年度は、会員皆様のご協力により 2 名の新入会

員を推薦することができました。当委員会は推薦さ

れた新入会員を個人的な面から検討するとともに、

職業及び社会的地位をよく調べ、週 1 回の例会に出

席することが出来るかどうかが、選考の基準となり

ます。本年度入会された新会員は例会出席も良く、

ロータリーのことについて早く理解していただけるものと思っております。 

 
 

◆規定委員会  加藤 敏明 委員長 
 

 標準ロータリークラブ定款の規定審議会は、3年に

1回行われ、変更されます。 

 前回は 2010年に行われましたので、今年度、2013

年 4月に定款の変更がありました。 

 R.Iの立法機関で、国際ロータリー定款、国際ロー

タリー細則、標準ロータリークラブ定款に関する規

定を審議する会議で、今回採択された立法案を年度初めにクラブで採用し、実践

に向けて活用されます。 

 次年度も、引続きクラブ研修の中で定款の勉強をし、自分達の組織を理解して

いって下さい。 



◆出席委員会  福富 經昌 委員長 
 

 実績報告：5 月末までの例会は合計 40 回の例会が開催され、ホームクラブ例

会 100％出席率の日が２回ありました（2012 年 10

月 9日と 2013年 4月９日）。修正出席率 100％の日

が 34 回ありました。月平均出席率 100％の月が 5

カ月ありました（2012年 8月、9月、2013年 1月、

2月、3月）これも会員の皆様の、たゆまない努力

による賜物と感謝いたします。今年度もあと 2 回

の例会があります、頑張って出席率 100％維持をお願い致します。 

 反省：メイクアップのための情報を提供すると致しておりましたが、十分な情

報提供が出来ず修正出席率 100％を維持できませんでした。ご容赦願います。 

 皆さまのご協力に感謝いたしております、有難う御座いました。 

 

海藻、ウミシダに潜んでいる 魚

です。 

くねくね泳いでいるのでピント

合わすのが大変です。 

 

みなべショウガセ 、 

水深 14m 

 

ウミシダウバウオ 

 

カメラ目線になってます。 

 

みなべ湾内、 

 

水深 8m 

トラギス 


