
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今週の卓話  （7 月 23 日）

次週の予定  （7 月 30 日）

◆ 出席報告（7月 16 日分） 

会員数 42名 出席数 35名 欠席者 3名 

特定免除 4名 その他免除 0名 

出席率 92.10％ 

 

前々回 7月 2日分 

ホームクラブの出席者  38名  95.00％ 

メークアップの結果 39名 

特定免除  2名  その他免除  0名 

欠席者 1名  修正出席率 97.50％ 

ロータリーソング 

「 日も風も星も 」「四つのテスト体操」 

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 

国際ロータリー会長 

ロン・D・バートン 

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 上田 正義 
■幹 事 小川 芳男 
■会報委員長 杉原 巨峰 

◆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 

「第 29 回中学校対抗剣道大会」 

田川新世代奉仕委員長

先週の例会報告 

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」

「中小企業の経営健全化の施策」 

樋口 秀和 会員



 

ありがとうございます。 

先日７月１２日に大阪桐蔭中学・高校インターア

クトクラブ例会に出席してまいりました。その節は、

東村インターアクト委員長をはじめ多数の会員が出

席していただきみして、誠にありがとうございまし

た。お礼申し上げます。その後「第 29 回青少年健全

育成市民大会」に出席してまいりました。四条畷管内で昨年青少年の検挙補導が

230 名と聞きまして、改めて青少年健全育成に努めなければならないとおもいまし

た。本年度が現在で 72 名との事です。 

さて、今月 21 日参議院選挙の投票日です。現在全国で選挙運動が真 中です。

政党間で国民に支持を訴えておりますが、すべての政策が実行されれば日本はすば

らしい国になるのですが、選挙がおわればまた政党の党利党略で現実にもどるのが

常です。だからと言って投票に行かないのは、唯一私達に与えられた権利を放棄す

るものです。 

先月、北欧３国に旅行してきましたが、選挙の投票率はどの国も８５％以上の高

い投票率です。税金を４０％納め、消費税２５％納め、国に対して義務を果たす替

わり、国は国民を裏切らない政策をしているのです。超福祉国家です。政治家の汚

職などは一切ありません。貧富の差は少ないように思いました。見たところ日本人

みたいな労働意欲はあまりないようです。自分の生活をエンジョイする事にウエイ

トを置いている様に思われます。夏休みは全国民が３ヶ月取り、夕方３時～４時に

は帰宅ラッシュがはじまります。朝は９時から１０時ごろに会社・商店が始まりま

す。７時には商店は閉店します。夕食は必ず家族で時間をかけて食事します。これ

が原因と言いませんが、世界に通じる大企業の数は、少ないのが現状です。 

日本人の私にとっては考えられませんが、それが良いか、どうかは判りません。

又、答えはでないでしょう。 

日本の政治も少しだけでも良い処だけ見習えば、少しは今より良い国になるので

はないでしょうか。 
ありがとうございました。 
 

 上田 正義 会長会長の時間 



 
 

◎ インターアクト委員会      東村 正剛 委員長 
 7 月 12 日（金）午後 5 時より、大阪桐蔭中学高等学校にてインターアクトクラ

ブ例会が行われ、上田会長はじめ 14 名のメンバーが参加いたしました。 
 また、7 月 13（土）午後 2 時より清風学園にて、本年度インターアクト海外研

修オリエンテーションがあり、参加予定者 4 名で出席してきました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会長 上田 正義 
こんばんは、ご苦労様です。只今ご紹介にあずかりました

2013～2014 年度大東ロータリークラブ会長の上田正義です。

宜しくお願いします。 
1983 年秋、大東ロータリークラブ提唱のもと、今年で 30

年になります。記念の年に諸君達とこの様な形でお会いできる

事は非常に感慨深い気持ちであります。 
この 30 年で多くのクラブの先輩が卒業されました。そして

「今」インターアクトクラブの精神が諸君達に受継がれており

ます。決してこのクラブは目立ちませんが、人間形成の上では

すばらしいクラブ活動だと思っております。早朝清掃活動・クリーンハイキング・

秋冬の奉仕活動を通じ陰徳を積まれておられます。なかなか出来るものではありま

せん。感服します。私もインターアクト委員長の時、早朝清掃活動に参加させてい

ただきましたが、タバコの吸殻・ゴミの多さにはびっくりしました。一人一人が少

しマナー守ればゴミは無いはずです。早朝より諸君がごみを拾う度に諸君達が勉強

されて何も考えず無意識に清掃活動される事に意味があると思います。 

委員会報告 

 オリエンテーションにて 



「歩歩是道場」という言葉があります。「禅」の言葉です。日常の一挙手一投足、

すべてが自己を鍛える道場だという意味です。「歩歩とは今、ここのこと」道場は

静謐（せいひつ）な山中にだけあるのではありません。「今」、自分が置かれている

立場、状況はそのまま自己を磨く道場でもあります。いつであれ、どんな所であれ、

心がけ次第で自分を高める勉強の場になります。また、そういう生き方をしなけれ

ばなりません。 
諸君達は、インターアクトクラブ活動を通じてそれを実践されているのです。 
又、感謝の気持ちをいつも持つことが大事です。「飲水思源」（いんすいしげん）

と言う言葉があります。これは「詩経」の言葉ですが、「水を飲む時には井戸を掘

った人に感謝して飲みなさい」という意味です。当り前の様に水を飲みますが、掘

った人の苦労がはたして分かるかどうか、諸君達が「今」学生生活が送れるのは、

お父さん・お母さんの庇護の下にあるからです。また一生懸命に指導していただく

先生がおられるからです。 
生まれてこられた事に感謝しなければなりません。育てていただいた両親・家族

に感謝しなければなりません。先生・友達に感謝しなければなりません。何事にも

感謝の気持ちがこれからの諸君達の人生に大きな支えになります。 
まさに、此の事がインターアクトクラブです。 
ロータリークラブでは、四つのテストの元に活動しております。 
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  
インターアクトクラブもロータリークラブもスプリットは同じです。 
感謝の気持ち・奉仕の気持ち・仲間との友情を忘れずに、世の中の役立つような

人になるために勉強に励んでください。 
ありがとうございました。 
 

 



◎ニコニコ箱委員会            東野 喜次 委員長 
 
・入会記念日 自祝      大東  弘 君 
・入会記念日 自祝      中  恒夫 君 
・入会記念日 自祝      佐藤 多加志君 
・入会記念日 自祝      木村 克己 君 
・入会記念日 自祝      中野 秀一 君 
・入会記念日 自祝      中嶋 啓文 君 
・入会記念日 自祝      間  紀夫 君 
・結婚記念日 自祝      福富 經昌 君 
・インターアクト例会出席ありがとうございました  
 皆様いつもお世話になります 感謝    上田 正義 君 
・大阪桐蔭のインターアクト例会ひさしぶりに参加させて頂きました  
 たくさんの会員の出席ありがとうございました   小川 芳男 君 
・7 月 14 日（日）函館競馬場に於いて 
 バイオレットアロー号が優勝しました 感謝   池田  實 君 
・会員増強純増 2 名に全員の御協力をお願い致します     
               会員増強委員長 角井 吉彦 君 
・リニア・モーターカーに体験乗車しました   大西 寛治 君 
・インターアクト例会お疲れ様でした    髙島  登 君 
・IAC 例会参加して来ました     佐藤 多加志君 
・東村委員長 インターアクト例会、海外研修オリエンテーリング  
 お世話になりました 感謝     木村 克己 君 
・大阪桐蔭インターアクト例会ご参加の皆様有難うございました  
 上田会長卓話有難うございました 感謝   東村 正剛 君 
・大分に建設中の発電所を見学に行って来ました   東野 喜次 君 
・インターアクトクラブおつかれさまでした 大矢さん、佐藤さん、木村さん、 
 中野さん、東村さんありがとうございました 感謝  森岡 信晶 君



 

「 新年度の方針発表 」 
 

● 職業分類委員会    加藤 敏明 委員長 

 

当委員会の任務は、会員増強委員会・会員選考委員

会と連携を密に図り、会員の増強のお手伝いが出き

るようにスピード感を持って分類に取り組んでい

きます。 

 

 

 

●会員選考委員会                  田中 祥介 委員長 

 

アベノミクスにより日本の景気に明るさが見え始

めましたが、実態の景気はまだまだ追い付いてはい

ないと思いますので、会員の増強は大変厳しい状況

になっています。会員増強委員会と職業分類委員会

と相互に連携を取り、会員増強に努力致します。 

会員より推薦された人を、人格、職業及び社会的な

地位等をよく調べロータリアンとして適切であり、例会に出席出来る人を会員に

なって頂きたいと思います。 

 

●国際交流平和委員会                小林 誉典 委員長 

 

国際奉仕委員長もとで、姉妹クラブである雙溪 RC と

の相互の国際的な交流を基本とし、毎年行われてい

る WCS（World Community Service）の内容を把握し、

今後の実施計画が交流平和により有用なものになる

様、取組みたいと思います。 

更に、姉妹クラブに止まらず、各会員皆様の個人的

な国際交流もご紹介いただいて、友好クラブはもとよりその他国際的な活動グル

ープなどの情報を得ることで、一層有意義な国際交流を行って行きたいと思って

おりますので、会員の皆様方のご協力、ご支援よろしくお願いします。 

先週の卓話 



●雑誌委員会                    福富 經昌 委員長 

  

手続要覧によりますと、この委員会の任務は以下

の如く規定されていました。 

「この委員会は、ロータリアン誌に対する読者の

関心を喚起し、雑誌月間を主催し、クラブの例会

プログラムにおいて毎月雑誌の簡単な紹介を手配

し、新会員の教化に雑誌を利用することを奨励し、

ロータリアンでない講演者に雑誌を贈呈し、図書館、病院、学校、その他の図書

閲覧室のために国際奉仕並びにその他の特別購読を取り計らい、ニュース資料と

写真を雑誌編集者に送り、その他あらゆる方法によって雑誌を本クラブ会員およ

びロータリアン以外の人々に役立てるものとする。」 

2010－2011 年度に次いで 2 度目の雑誌委員会委員長を担当させて頂きます。今

回も毎月購読していただいている「ロータリーの友」を熟読していただけるよう

に、配布時に内容紹介を行っていきます。是非熟読しロータリークラブについて

理解を深めてください。また、当クラブの活動状況を他クラブその他外部に紹介

するために投稿を積極的にお願い致します。 

以上、ご協力をお願い致します。 

 

 

●ロータリー財団委員会               木村 克己 委員長 

 

本年度はいよいよ「未来の夢計画（Future Vision 

Plan）」の正式導入年度となります。補助金申請と事

業実施が複数年度に跨がる様になりますので、クラ

ブと致しましても次年度の体制を見直す良い機会に

なるかと考えています。また、皆様へお願いしてお

ります財団やポリオ• プラス等への貴重な寄付金に

つきましても、どの様に使用されているのか、この一年を通じて勉強させて頂き

会員の皆様へご報告したいと考えています。 

 

 

 



●米山奨学委員会                  大東  弘 委員長 
 

本年度の、米山奨学委員会では、４月より世話クラ

ブとしてネパールからの留学生（シュレスタ リ

エ）さんを２年間迎え入れる中で、奨学金による経

済支援と共にロータリーとの深い交流と精神的な

ケアを重視しながらカウンセラーやロータリアン

と共に、奨学生との国際交流を深め留学生活が心豊

かなものになるよう努力していきたいと思ってお

ります。 

会員皆様方のご支援とご協力を宜しくお願いいたします。 

 

 

●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 

 

 

●インターアクト委員会   東村 正剛 委員長 

 

大阪桐蔭中学高等学校インターアクトクラブの活

動に協力・参加し、未来を担う青少年たちの地域社

会への奉仕と国際交流を通じて、感性豊かな人材育

成に努めます。 

さて、本年度はタイでの海外研修が決定しています。

青少年たちが事業を通じて、国際社会の重要性を認

識して頂くと同時に、インターアクターたちが行う地域社会の奉仕と国際理解を



深める活動に対し、自主性・主体性溢れる生き生きとした活動環境をサポートし、

指導力の更なる要請を目指します。 
 

また、今年は国際ロータリー第 2660 地区のインターアクト委員会に副委員長とし

て出向もさせて頂きますので、大東ＲＣの会員の皆様には更なる各事業等へのご協

力をお願い致すと思いますが、会員の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》 

７月 大阪桐蔭ＩＡＣ例会 

８月 海外研修 タイ（８月４日から８日） 

９月 早朝清掃活動 

   クリーンハイキング 

   第２６６０地区年次大会 

１０月 早朝清掃活動 

１１月 募金活動 

 

 

●Ｓ.Ａ.Ａ                      中嶋 啓文 会員 
 

ロータリークラブの原点は、親睦と職業奉仕だと教

えられてきました。 

公益法人でも単なる福祉法人でもありません。職業

倫理を重んずる実業人、専門職業人の集まりであり、

会員相互が助け合い、輪になっていけるクラブだと

考えます。 

S.A.A の役割は、そのクラブ活動の根幹であります例会の運営責任者として、ス

ムーズな進行、会員相互の親睦を図ることはもちろんのこと、本年度は特に規律

を重んじた品格ある運営を目指したいと思います。 

本年度上田会長のテーマ「今を生きる、そして未来につなげる」のもと、当クラ

ブが未来に向かって飛躍できるように頑張って参ります。会員の皆様におかれま

しては、例会への積極的な参加及びご協力をお願い致します。 

 

●歩こう会                  キャプテン 大西 寛治  
  

 本年度は年に 3～5 回、適当な距離で歴史街道などを探索しながら歩くことを

予定しております。たくさんのご参加よろしくお願い致します。 

 尚 1 回目は、恒例となっております、大峰登山を８月２４日（土）に予定して

おります。 



●ゴルフ同好会    キャプテン 大矢 克巳  
 

 本年度は 5回のコンペを予定しております。 

 第 1 回は９月 1２日（木）万寿ゴルフクラブ、第 2 回は 11 月１３日（水）グ

ランデージゴルフ倶楽部を予定しております。 

 尚、同好会費３万円を集めさせて頂きますので、宜しくお願い致します。 

 

 

●グルメ同好会    キャプテン 田川 和見  
 

 本年度グルメ会、第 2代会長田川です。 

 11 月と来年 5 月位に食事会を行いますので会員の皆様、紹介していただける

お店があればお願いします。 

 1 年間よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

アンスリウムとは、アンスリウム属［Anthurium］の

植物のことで造花のような花と作り物のような葉の

組み合わせがユニークです。光沢のあるハート形の部

分は、花弁ではなく仏索苞（ぶつえんほう）と呼ばれ

るもので、多くの品種があるが、観賞用として栽培さ

れるのはその中のほんの一部です。切り花や鉢植えで

よく知られています。 
 
（別 名）オオベニウチワ 〔大紅団扇〕 
     ベニウチワ 〔紅団扇〕 
（性 質）非耐寒性 常緑 多年草 
（花言葉）「情熱」「煩悩」 
 
【アンスリウム栽培のワンポイント】  
◇ 高温多湿を好み、寒さが苦手。  
◇ 通年成長し開花もするが、初心者には栽培がやや

難しい植物。 
◇ 多湿を好むので、水やりをかかさないようにする。

  ※霧吹きで葉にも水をかけて湿度を高くする。  
 ・夏は、葉やけするので、半日陰に置く。  
 ・冬は、窓辺の日当たりに置く。 

●アンスリウムとは● 


