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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？

大東ロータリー会長テーマ
「今を生きる、そして未来につなげる」

ロータリーを実践し
みんなに豊かな人生を

２０１３年～２０１４年度
国際ロータリーのテーマ

平成 25 年 7 月 16 日
今週の卓話

No.2213

国際ロータリー会長
ロン・D・バートン

H25.7.9(No.2212 の例会記録)

（7 月 16 日）
ゲスト

「新年度の方針発表」

米山奨学生

シュレスタ

リエさん

各委員長

次週の予定

（7 月 23 日）
ロータリーソング

「第 29 回中学校対抗剣道大会」
田川新世代奉仕委員長

「それでこそロータリー」「四つのテスト体操」

先週の例会報告
◆ 出席報告（7 月 9 日分）
会員数

42 名

特定免除
出席率

出席数

7名

34 名

その他免除

ニコニコ箱
欠席者

1名

0名

後面に記載

97.14％

前々回 6 月 25 日分
ホームクラブの出席者
メークアップの結果
特定免除

9名

欠席者 2 名

31 名

88.57％

33 名
その他免除

0名

修正出席率 94.28％

上田

会長の時間

正義

会長

ありがとうございます。
７月に入りまして早や２週間目、梅雨が明け猛
暑の日々が続いております。皆様方におかれまし
ては、暑さに負けずお身体に十分ご自愛下さい。
先日７日に、大阪国際交流センターホテルで開
催されました、ロータリー米山奨学生学友会（関
西）の２０１３－１４年度総会及び新規奨学生歓迎会に、奨学生のシュレスタ・リ
エさん・大東米山奨学委員長・カウンセラーの田川会員・小川幹事と私５人で、参
加してまいりました。今年度のテーマ「米山学友大集合」のもとに、多くの奨学生
が参加され国際親善・旧交が温められました。１人でも多くの奨学生が、ロータリ
ーを理解していただき、ロータリー及び日本と自国の架け橋になってもらえばと参
加して思いました。又、韓国・台湾・中
国・タイより元米山奨学生ＯＢの方達が
来日され、それぞれ全員の方が米山奨学
金の恩を受けたこと事は決して忘れて
はなりませんとお話され、参加している
現役の奨学生・学友会のメンバーに、こ
の恩は必ず何等かの形で恩返しをしま
しょうとお話されました事に、深く感銘
をうけました。米山奨学によって私達が思っている以上に、全世界に日本のロータ
リーが浸透している事を改めて知りました。
７日はまた七夕の日でもありました。日本古来の七夕は盆の前の禊（みそぎ）の
日でした。
「七夕送り」といって、笹竹やお供え物を川や海に流し、けがれをはら
いました。お盆に戻ってくる祖先の霊のために、衣を機織りし棚に置く風習があり
「棚機（たなばた）」と呼んでいましたが、これが７月７日の夕べの行事であった
ために「七夕」の字をあてたと言われています。中国では、織女星にあやかって女
性が機織りや裁縫などの上達を願う「乞功奠（きこうてん）」の風習があり、五色
の糸や五色の絹布などがお供えしました。江戸時代には、笹竹に飾りを付ける「七
夕飾り」が盛んになりました。七夕飾りは６日の夕方に出し、７日に川や海に流し
ました。織女星にあやかつた五色の糸は、いつしか五色の短冊に形を変え、機織り・

裁縫から習字や技芸の上達を願い、短冊に書き入れました。短冊の５色は正式には
青・赤・黄・白・黒（紫）です。
今週１２日金曜日大阪桐蔭中学高校インターアクトクラブの例会が午後５時よ
り学校で開催されます。子供達の日頃からがんばっております活動報告発表ですの
で一人でも多くの会員の参加お願いします。

小川

幹事報告

芳男

幹事

本日、グリル大東さんより会員皆さんにお中元としてお茶を頂きましたので、
卓上に置いております。

委員会報告

◎米山奨学委員会

大東

弘

委員長

7 月 7 日（日）大阪国際交流センターホテルにて 2013-14 年度総会及び新規奨学
生歓迎会が行われ、奨学生シュレスタ リエさん、会長、幹事、委員長、カウンセ
ラーの 5 人で出席してまいりました。

米山奨学生
米山奨学生のシュレスタ

リエさんが例会を訪問、

現在取られている講義の事を含め、近況報告をしてい
ただきました。

シュレスタ

リエさん

◎ニコニコ箱委員会
・結婚記念日

東野

自祝

喜次

委員長

安田

智洋

君

上田

正義

君

小川

芳男

君

髙島

登

君

・ジャカルタに行ってきました

谷中

清孝

君

・海外旅行

藤本

和俊

君

堀部

邦夫

君

橋本

正幸

君

田川

和見

君

杉原

巨峰

君

・2012-13 親睦委員会打ち上げご参加有難うございました

佐藤

多加志君

・佐藤委員長、中野副委員長

木村

克己

君

中野

秀一

君

東村

正剛

君

中嶋

啓文

君

空門

満也

君

間

紀夫

君

東野

喜次

君

德山

泰之

君

森岡

信晶

君

・みなさんありがとうございます

感謝

・日曜日米山奨学生、学友会総会に行ってきました
会長、大東委員長、田川カウンセラー、御苦労さまでした
・子供とプールに行って来ました

次女が泳げるようになりました

無事帰国

・例会欠席
・親睦の皆様、ご苦労様でした

空門会員ありがとうございました

・佐藤様、感謝
・親睦会、打ち上げ欠席

おわび

大変お世話になりました

・佐藤さんありがとうございました
・佐藤会員、週末はお世話になりました
・佐藤前親睦委員長

感謝！

ご苦労さまでした

北陸の楽しい夜をありがとうございました
・佐藤さんありがとうございました
・親睦打ち上げ旅行欠席お詫び

感謝

佐藤委員長一年間お疲れ様でした

・中野さん集計表ありがとうございます
・不参加のおわび
・佐藤さん

助かります

北陸の夜を思いつつ

中野さん

週末はありがとうございました

感謝

先週の卓話
「

新年度の方針発表

」

●職業奉仕委員会

佐藤

多加志

委員長

職業奉仕を明確に定義する事は容易では有りませ
ん。しかし、職業奉仕を一つの生き方として捉え職
業奉仕に対する理解を深め、クラブの活動と職業を
通じて実践へとつなげていける運営を志します。
「四つのテスト」を基軸として
□ 職業上の高い倫理基準
□ 役立つ仕事は全て価値あるものという認識
□ 社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものとすること
を奨励して行きます。
●社会奉仕委員会

松原

清一

委員長

社会奉仕委員会は、例年の継続事業となっており
ます、各募金への協賛と大東市民まつりの実行委
員としての参加、協賛を行う予定です。
また、新しい事業として、地区補助金を利用して
昨年度から 2 年がかりでロータリーの知名度を
向上するための事業として、末広公園の広場に市
民に憩いの場として利用していただけるためのベンチを作成する予定です。
また、ロータリーとして 2660 地区として、ロータリアンがする社会奉仕の考え方、
手法が変わりつつあります。むしろ、変わる方向で推進されてます。財団で集めた
寄付金を使用する事業も国際対象、国内対象、地区内対象とあり、いずれも、単年
度で行うので無く、また、複数のクラブが共同で行うことも考えられています。金
銭的な支援プラス人道的な支援、奉仕を行うことを推進されています。
社会奉仕委員会としては、下記の事業を計画しておりますので、参加いただけま
すようお願いします。
＜事業計画＞
共同募金に参加
大東市立療育センターへの慰問品贈呈
歳末助け合い募金に参加
交通安全運動に協賛
大東市民まつりの実行委員としての参加
地区補助金を利用しての事業【末広公園憩いの場にベンチをつくる】

●国際奉仕・世界社会奉仕委員会

橋本

正幸

委員長

世界社会奉仕（ＷＣＳ）から国際社会奉仕（ＩＣＳ）
に変わり、今年度から国際奉仕プロジェクトと名
称が変更となりました。基金についてもＷＣＳ基
金から世界協同奉仕基金に変わり、今年度は国際
奉仕基金になりました。
国際奉仕プロジェクトについては、これまで同様
に台北雙溪ロータリークラブと実施する方向で調整を行います。
ＦＶＰ（未来の夢計画）については、次年度以降の事業となることから、中期的
な視野に立って事業の検討を行う必要があります。クラブ内に次年度の委員長を
含めた検討会の提案を行うこととする。
●新世代奉仕委員会

田川

和見

委員長

新世代奉仕は、青少年により良い未来と健全育成
のために援助を行います。
大東ロータリークラブでは第 29 回を迎える剣道
大会をはじめ大東ロータリークラブ旗争奪少年
野球大会や大東市小中学生弁論大会と本年度も
事業を継続します。
前年度より取り組んでいただいております剣道大会は次年度 30 回と活動方針を
検討する時期ではないかと思われます。
＜活動計画＞
☆第 29 回四條畷警察署管内中学校対抗剣道大会
☆大東ロータリー旗争奪少年野球大会
☆大東市小中学生弁論大会
●会

計

本年度は会員数 42 名でのスタ－トとなり、年々
会員数が減少するなか大変厳しい予算での運営と
なります。各事業におかれましては、厳しい予算で
お願いすると思いますが、創意工夫でお願いいたし
ます。また、会員諸兄におかれましては、会員増強
と、ニコニコ会計も重ねてお願い申し上げます。

中

恒夫

会員

●会員増強委員会

角井

吉彦

委員長

本年度、会長方針の純増 2 名を目指して責任を
全うしたいと思います。会員の自然減（転勤、
病気、死亡等）は止むを得ません。
クラブが常に若返り、活力あるクラブを維持す
るためには、多くの適格な新入会員の推薦が必
要です。
全会員が力を合わせ、会員増強にご協力の程、よろしくお願い致します。

●規定委員会

大西

寛治

委員長

規定委員会の任務は地区研修リーダーも兼務し、地
区の指導の下クラブの年間研修計画を立案し監督
する。
2010～2011 年度に クラブの定款細則が見直され
3 年経過し本年委員会メンバーと共に現実性のあ
る定款細則に一部見直したいと思います。
伝統を継承しつつ、新鮮なクラブに生まれ変わる事も必要かもしれません。
46 周年にふさわしい定款細則を持ったクラブに委員会で再考していきます。

●出席委員会

德山

泰之

委員長

ロータリーの活動はまず例会に出席することか
ら始まります。
例会への出席がなければ仲間との交流もなくま
た情報も得れません。
万一、本クラブの例会に出席出来ない場合は他ク
ラブへの出席を奨励します。
いつもとは違った出会いがそこにはあるでしょう。これもまたロータリーの良さ
ではないでしょうか。
そのために本年度も前福富委員長の方針を踏襲してメークアップを奨励する
とともに参考となる情報を様々な機会・方法にて提供していきたいと考えて
います。毎回「１００％」と報告できるよう皆様のご協力をお願い致します。

●親睦活動委員会

中野

秀一

委員長

本年度の会長が掲げる大東ロータリークラブの
テーマ「今を生きる、そして未来につなげる」を、
親睦活動委員会はロータリー活動の基本である
「例会でのメンバーの皆様との出会い」を貴重な
一期一会と考え、世代間交流が更に深められる工
夫をしてまいります。又、メンバー間の親睦が深
まり、世代を超えた友情が培われ、伝統の継承が
行われて未来につながる委員会運営に努めてまいります。
尚、本年度の家族会、クリスマス会では親睦委員会メンバーも家族と一緒に楽し
みながら参加できる設営にしたいと考えておりますので、皆様にはご理解とご協
力をお願い致します。
《今年度事業計画予定》
１０月１日～２日

秋の家族会

１２月１０日

第４６回クリスマス会

●プログラム委員会

大矢

克巳

委員長

間

紀夫

委員長

本年度の例会卓話には、歴代会長を始め、新しい会
員の皆様に卓話をお願いしました所、17 名の方に
御協力を頂きました。
今期の卓話は、バラエティーのある幅広いお話が聞
けると思います。

●シンギング委員会
例会のスタートをきる大事なセレモニーの一つで
あり、数あるクラブ活動の中で例会のたびに会員の
皆様と行う数少ない協同作業でもあるシンギング。
「ロータリーソング」「四つのテスト」に詠われて
いるロータリアンとして、専門職業人として、そし
て人としての基本的な心構えを噛みしめながら、会

員の皆様の心を一つにできるよう一生懸命タクトを振りますので、一年間、ご協
力を宜しくお願い致します。

●会報委員会

杉原

巨峰

委員長

例会内容・報告・決定事項を漏れなく的確に会員
皆様へお伝えする重要な通信手段が週報の大きな
役割です。
その為にも例会内容をしっかり把握して効率良く、短
的な週報を作成してまいりたいと思っております。
事業内容や同好会等の写真もなるべくお見せ出来
ればと思っておりますので、広報委員長のご協力の程宜しくお願い致します。
又余白の部分には、植物に関する栽培ポイントなどの掲載と共に私が米山奨学委
員長、カウンセラーと 2 年に渡り親睦を深めることが出来た元奨学生ピューピュー
トウェさん、フゥ スイコウさん、現在は米山学友会に所属するお二方と、先日留
学の為渡米しましたグローバル補助金奨学生宮尾真梨子さん、方々の頑張っておら
れる様子なども近況報告として掲載の方も考えております。
最後になりますが、本年度は表紙に大東ロータリー会長テーマを掲げさせて頂きま
した。是非会員皆様の心に当クラブテーマが浸透していければと思っております。
ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

●広報委員会

空門

満也 委員長

本年度、入会以来初めて委員長を務めさせていただくことになり、この広報委員
会委員長という責務に非常に重責を感じるとと
もに思い出深い一年になるのではないかと感じ
ております。ツイッター、フェイスブック、LINE
など情報発信の環境は非常にめまぐるしく進化
してきております。
本年度、各委員会の事業には積極的に参加し、
写真記録の保存をはじめ、ロータリー活動に関する情報を会員の皆様をはじめと
し、対外的にもその環境を踏まえ広くクラブの奉仕活動等を発信、広報して参り
たいと思います。
何卒一年間皆様のご指導ご鞭撻、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

●ニコニコ箱委員会

クラブ会員の皆様

東野

喜次

委員長

今年度から『ニコニコ会

計』の取り扱い方が変更になりました。例年各
種奉仕活動の重要な原資になっておりました
『ニコニコ会計』が次年度の奉仕活動の予算と
して計上されることになりました。
当年の奉仕活動の原資が本来任意の寄付によ
り運営されている『ニコニコ箱』の未確定な金額を以て重要な資金源であること
を改め、今年度の実績が次年度の会計予算に計上されると云うことです。
前年にも況して「楽しかったこと・嬉しかったこと・皆様に知って頂きたいこと
等々」積極的にご投函いただき、次年度の奉仕活動がますます活発に行えますよ
う祈念し、全力で目標達成に邁進いたしますのでご協力をお願い申し上げます。

●ハイビスカスとは●

「ハイビスカス」はハワイの州花であり、日本
人にも南国を代表する熱帯の花として人気が高
いです。
（別
（性

名）ブッソウゲ〔仏桑花〕
質）熱帯性 常緑 広葉樹
低木または小高木
（花言葉）「繊細な美しさ」
【ハイビスカス栽培のワンポイント】
◇ 日当たりを好む。
◇ 熱帯性植物で、寒さに弱い。
◇ 丈夫で育てやすい。
※ 日本の夏は暑すぎるので、春や秋の方が適温
に近い。
せっかく花の蕾がついても、咲く前に落下して
しまう現象には、いくつかの原因が考えられる。
一番の原因は「根づまり」によるもの。
＜対処法＞ 植え替えをする。
・２回り大きな鉢に植え替える。
・開花中は、根鉢をくずさない。
※ 根を傷めると、開花に必要な栄養分が吸収
できなくなる。

