
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （8 月 20 日）

次週の予定  （8 月 27 日）

ロータリーソング 

「君が代」「奉仕の理想」「 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？ 

DAITO 
ROTARY 
CLUB WEEKLY BULLETIN 

OSAKA   JAPAN 
 

ニコニコ箱 

平成 25 年 8 月 20 日   No.2217   H25.8.6(No.2216 の例会記録) 

「タカラジェンヌになる方法」 

   担当 谷中 清孝 会員

 元タカラジェンヌ 紫月 光さん

今 期 累 計 264,000 円

年 間 予 算 2,200,000円

 達 成 率 12.00％

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」

◆ 出席報告（8月 6日分） 

会員数 42名 出席数 29 名 欠席者 7 名 

特定免除 6 名 その他免除 0名 

出席率 82.85％ 

 

前々回 7月 23日分 

ホームクラブの出席者 31名  96.87％ 

メークアップの結果 32名 

特定免除  10名  その他免除  0名 

欠席者 0名  修正出席率 100.00％ 

ゲスト  I.M.第３組ガバナー補佐 亀井 信昭 氏 

    

     大東市スポーツ少年団 野球部会  

会長 中村 重一 氏

副事務局長 竹田  勉 氏

「プロジェクト3900 本腰を入れて、行動を起こそう！！」

   担当 クラブ奉仕委員長 髙島 登

 地区クラブ奉仕・会員増強委員会 東村 高良 委員 

後面に記載 

今月のテーマ 

「会員増強および拡大月間」 



 
 
御苦労様です。 

暑さ厳しいこの頃です。会員の皆様方体調管理の方は

大丈夫ですか。夜も暑いので寝苦しい日々が続きますが、

寝不足は夏バテの原因にもなりますのでお気を付けて

ください。 

天候も不順で局地的に豪雨が発生し、甚大な被害をも

たらせております。今後も何処で豪雨が発生するかも知れませんので、これ以上の被

害が出ないように祈るばかりです。 

本日は、国際ロータリー第 2660 地区Ｉ.Ｍ第３組ガバナー補佐 亀井信昭様の訪問

いただきまして誠にありがとうございます。後ほどご挨拶宜しくお願い申し上げます。 

又、本日８月６日は広島に原爆が投下されました戦後６８回目の慰霊日にあたります。 

日本は世界で唯一の被爆国です。二度とこの様な悲惨な戦争が無い様に世界に平和

を訴えていきましょう。お亡くなりになられました人々のご冥福をお祈り申し上げます。 

先日の８月４日、小川幹事と一緒に第２６６０地区インターアクトクラブの海外研

修結団式（出発式）参加の為に関西国際空港まで行ってまいりました。これから始まる

３泊５日の海外研修の期待と不安又他校の生徒の交流などが入り交り子供達の緊張が

私にも伝わってまいりました。私も幹事校のインターアクトクラブの委員長として緊張

と不安を抱きつつシンガポールに引率したことが昨日の様に思いだされました。思い切

り楽しんできてください、そして無事に帰国してくださいと願いつつ見送りました。 

東村正剛地区インターアクト委員会副委員長・中野秀一委員を始め大東ロータリー

クラブ会員の佐藤・木村会員が同行していただく事に感謝申し上げます。参加６校・

学生３０名・顧問７名・ロータリアン１３名・看護師他３名 総勢５３名です。 

８月は、会員増強・拡大月間です。会員の維持・増強は地区方針でもありますが、

各クラブでも、永遠の課題でもあります。会員増強はクラブの健全運営には欠かせな

いものであります。ロータリーを理解していただきそして新しい仲間として参加して

いただくことが、ロータリーを広く知っていただく広報活動にも繋がるのではないで

しょうか。 

親睦を深め、ロータリーを理解する事により、進んで会員が仲間作りの為に、新入

会員を勧誘するような、更なるクラブ発展の為、会員諸兄のお力をお貸し下さい。 

角井会員増強委員長の発案で作成されました、「入会のおすすめ」を会員増強に活

用お願いします。沢山用意をしておりますので宜しくお願い致します。 

最後になりますが、地元大阪桐蔭高校の甲子園出場が決まりました。おめでとうご

ざいます。優勝めざして健闘されること心よりお祈りしまして、会長の時間終わります。 

 上田 正義 会長会長の時間 



 

決議事項 

 

(1)  新世代奉仕 剣道大会決算報告について 別紙参照    ・・・  承認 

      野球大会について 9/1               ・・・  承認 
 
(2) 社会奉仕 大東市民まつり協賛金について         ・・・  承認 

 

(3) 秋の家族会について・・・          

          10/1・2 日 金沢・和倉・高岡        ・・・  承認 
 
(4) 大阪桐蔭高校甲子園出場の発起人会 会長名記載       

                               ・・・  承認 
 

(5) 2011～2012 年度の決算報告について 別紙参照         ・・・ 承認 
 

(6) I.M.について 全員登録料 3500 円  

    1/25（土） 寝屋川アルカスホールにて開催        ・・・  承認 
 

(7) 事務局夏休みについて 8 月 12 日（月）～8 月 15 日（木）    ・・・  承認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事会報告 



 

◎ニコニコ箱          間  紀夫 副委員長 

・誕生日 自祝                 田川 和見 君 

・誕生日 自祝                 森岡 信晶 君 

・例会出席ありがとうございますよろしくお願いします  上田 正義 君 

・第２回理事会終了 理事の皆さん  

 早くからありがとうございました 感謝      小川 芳男 君 

・８月３日（土）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２連勝です 自祝         池田  實 君 

・本日 6：00 情報集会 宜しくお願いします     髙島  登 君 

・親睦会 お世話になりました  

 德山会員ありがとうございました       杉原 巨峰 君 

・腰痛のため大東 RC に対して不名誉な行為をしてしましました 

 申し訳ありません   

・早退お詫び            橋本 正幸 君 

・親睦会 会長・幹事ありがとうございました  

 皆様のニコニコに感謝！           間  紀夫 君 

 

 

 
     Ｒ.Ｉ第 2660 地区Ｉ.Ｍ第３組   ガバナー補佐 亀井 信昭 氏 

 

 大東ロータリーの皆様、今日は。 

 私は、本年Ｉ.Ｍ第３組のガバナー補佐を命ぜられま

した寝屋川ＲＣの亀井信昭です。 

 本日の例会に参加させていただき、「四つのテスト」

の唱和をきちんとされており、さすが大東ＲＣと思い

ました。 

 また、「ロータリーの友」の内容について会員にお伝えされており、ロータリー

の三大義務（例会出席・会費納入・ロータリーの友の購読）に対して、積極的な取

り組みに感心しました。 

 今年のＲＩ会長 ロン・バートンのテーマは「Engage Rotary, Change Lives」

ですが、この Engage とは、ラグビーで使用する、スクラムを組んで相手（目的）

にぶつかれ。という意味だそうです。正に、上田 正義会長のテーマの「今に生き

る」ことと考えます。素晴らしい会長のテーマと考えます。 

 今後とも、大東ＲＣ、このＩＭ第３組の優とし、手本として精進下さい。  

委員会報告 



◎雑誌委員会       福富 經昌 委員長 

【横組みページ】 

☆ＲＩ会長メッセージ「ロータリーを実践し将来につなげる」：会員増強の目標は

我々を将来に導いてくれるような、ロータリーに関わり、実践し、 やる気のある

会員を増やしてロータリーを成長させることです。貴重な時間をロータリーに捧げ

てくれるように頼みます。従って我々はロータリーのために費やされる時間が有意

義だということを示さなくてはならない。 

☆8 月は会員増強および拡大月間：「仲間を増やす」です。サクセス・ジャパン大

作戦――10 万人会員を目指して…「SAKUJI 大作戦」を展開、2013～2015 年度

計画。各ロータリークラブの活動状況。 

☆リスボン国際大会の報告 

☆世界に広がる国際奉仕の輪：高松北 RC、倉吉 RC、神奈川東 RC、大阪天王寺

RC、日立 RC、郡山南 RC、東京広尾 RC の報告 

☆ロータリー希望の風奨学金…現況報告 

☆ロータリー米山記念奨学事業の基礎知識 

【縦組みページ】 

 「スピーチ」は、2640 地区・IM 第 3 組基調講演要旨(2012 年 11 月 18 日)：串

本町長：田嶋勝正氏の“日本・トルコ友好の礎――先人の偉業を後世に伝えるため

に”1890(明治 23)年 9 月 16 日 串本町沖で遭難したトルコの軍艦エルトゥールル

号に関する今に引き継がれる話。 

「友愛の広場」「卓話の泉」では、興味あるお話が掲載されています。 

｢Rotary At Work｣では全国各ＲＣのユニークな特徴ある興味深い活動状況が掲載

されています。 

 

◎新世代奉仕委員会       田川 和見 委員長 

大東ロータリー旗争奪少年野球大会が９月１日（日）に行われるにつけ、中村様が

「34 回を迎えるのも大東ロータリー様のお蔭です。今後ともよろしくお願いします。」

と優勝旗を持って来られました。 

 

 
                            

 

 

 

 

 



 

「大東ロータリークラブオフィシャルホームページについて」 

 

担当 空門 満也 会員 

 森岡 信晶 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

大東ロータリークラブ Web サイト 

http://daito-rc.org/ 

「大東ロータリークラブ」で検索すると… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top ページ 
新機能 
１、Facebook ページとの連動 
２、Google カレンダーとの連携 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際の Web サイト参照… 

１、Facebook ページとの連動 

基本構成 
 

トップページ

検索結果

お知らせ

現状、情報なし・Googleカレンダー
・facebookソーシャルプラグイン
・検索窓

トップページは、2013-2014年度と2012-
2013年度が存在。2013-2014年度の数が
増えた段階でページを分ける

※週報更新作業
毎週水曜（予定）で大東RC事務局からWord版週報がメールで送られてくる
PDF版を作成し、サーバへアップロードする

※アルバム更新作業
不定期で大東RC事務局から写真素材がメールで送られてくる
サーバへアップロードする

※行事予定更新作業
・Googleカレンダーへの登録（年1回/6月）
・EXCEL版・PDF版の差替え（年1回/6月）

※基本方針更新作業
幹事他、各委員会（年1回/6月）

週報（2011-2012年度）

週報（2009-2011年度）

週報

アルバム

基本方針

ロータリークラブ紹介

リンク集

サイトマップ

行事予定 行事予定（PDF版）

行事予定（EXCEL版）

ロータリークラブの歴史

大東ロータリークラブ略歴

事務局・例会場

幹事・直前会長・会計・SAA 活動方針

クラブ奉仕委員会

ロータリー情報委員会

職業分類委員会

会員増強委員会

会員選考委員会

規定委員会

出席委員会

親睦活動委員会

プログラム委員会

会報委員会

広報委員会

雑誌委員会

シンギング委員会

ニコニコ箱委員会

職業奉仕委員会

社会奉仕委員会

国際奉仕・世界社会奉仕委員会

国際交流平和委員会

ロータリー財団委員会

米山奨学委員会

新世代奉仕委員会

インターアクト委員会

2013年3月2日 春の家族会

 



Facebook とは 

8 億人の会員数を持つ世界最大のソーシャルネットワークサービス（SNS）。 

人と人とのつながりを促進・サポートする、コミュニティ型の Web サイト。 

友人・知人間のコミュニケーションを円滑にする手段や場を提供したり、趣味や嗜

好、居住地域、出身校、あるいは「友人の友人」といったつながりを通じて新たな

人間関係を構築する場を提供する、会員制のサービス。 

企業や団体の双方向コミュニケーションチャンネルのツールとして Facebook は

様々なシーンで活用されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目的 
大東ロータリークラブのリアルタイムの活動情報を発信し、拡散していく事

でロータリークラブを知らないあらたな層の人々にロータリークラブを広報

していくことができる環境の構築を目指す。 
 

Facebook 活用のメリット 
「新たにユーザーの目に触れる機会が大幅に

増える！」 
ブログ、Twitter、YouTube など様々なツール 

         ↓ 
  Facebook ページに誘導する、 
  外部に情報連携させることができる 

Facebook ページの「いいね」を押してもらう

ことで、更新内容を拡散できる → 閲覧の機

会が増加 



 大東ロータリークラブでは Top ページに Facebook 表示領域を配置し、Facebook

の更新情報がここに表示される仕様となっています。 

 これによりホームページからも人伝いに情報が拡散されていく可能性を拡げています。 
 
今後の活用方法 

 会長、幹事、役員、各委員長が公式活動の際、大東ロータリークラブの Facebook ペ

ージに投稿いただき、リアルタイムの活動報告ツールとして活用することが可能です。 

  ※Facebook アカウントをお持ちのメンバーはいいね！ボタンを押してください。 
 
２、Google カレンダーの利用 

 Google カレンダーとはGoogleが提供する無料の時間管理ウェブアプリケーション。 

 インターネット上で自分のスケジュールを管理できるカレンダーサービス。 

 大容量の無料 Web メール「Gmail」と同様、Web 上にデータを保管することで、

インターネット接続環境があれば外出先などからでもスケジュールを確認できる

サービス。 
 
簡単にミーティングへ召集。 

 Google カレンダーにミーティングのスケジュールを入力する方法は、画面上で全

参加者のスケジュールが空いている時間を確認しながらミーティングの詳細を入力

するだけです。Google カレンダーを利用すれば参加者全員へミーティングへの招待

メッセージが送信され、応答内容をカレンダー上から確認することができます。 

さまざまな条件でカレンダーを共有。会社全体や特定のスタッフ間、グループ会社

や取引企業とでも、カレンダーを共有することができます。カレンダーを共有する

ユーザーには閲覧だけでなく編集権限も与えることができ、自分のスケジュールに

併せて共有スケジュールも管理することが可能です。 
 
ウェブサイトやブログでカレンダーを一般公開。 

 会社全体用のスケジュールカレンダーを 

Google サイトで作成した社内ポータルサイト

に埋め込むことができます。また、ウェブサイ

トに関連したカレンダーを埋め込んで一般公開

することもできます。もちろんプログラミング

や専門の知識は必要ありません。 
 
目的 
 大東ロータリークラブでは Top ページに年  
 間プログラム予定表を一般公開し、誰でもが 
 年間の公式スケジュールを閲覧確認できる、  
 環境の構築を目指しました。 



 

ご自分の Google アカ

ウントがあれば、自身

の Google カレンダー

に大東ロータリークラ

ブの公式予定を表示さ

せることも可能です。 

 

 

 

今後の活用方法 

会長、幹事、役員、各委員長のより詳細な公式活動予定を登録、公開すると共に、

これをメンバー間で情報共有ツールとして活用することが可能です。 

終わりに 

大東ロータリークラブの公式情報発信の場として、プログラム委員会、会報委員会、

事務局、協力の基、使えるホームページ活用を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月８月の誕生花は、夏真っ盛りということで「ひま

わり」を生けさせて頂きました。ご存知の通り、太陽

に向って咲く事から「向日葵」と書かれます。一途

に恋し思い続ける女性の化身とも表現されることか

ら、花言葉は「あなたを見つめる」と言われておりま

す。絵画の世界でも、ゴッホやモネなどがひまわり

を主題として描いており、現在はゴッホのヒマワリ、

モネのヒマワリとして触れる事の出来るヒマワリとし

て市場に出回っております。 

お誕生日おめでとうございます。 

8 月のお花 

８月６日（火）場所、秀於 クラブ奉仕・ロータリー情報の情報集会

が開催されました。 

   ***誕生日花*** 
    8 月３０日生    森岡会員   オニユリ   賢者 


