
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （8 月 27 日）

次週の予定  （9 月 3 日）

ロータリーソング 

「手に手つないで」「 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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ニコニコ箱 

平成 25 年 8 月 27 日   No.2218  H25.8.20(No.2217 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

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 20 日分） 

会員数 42名 出席数 32 名 欠席者 4 名 

特定免除 6 名 その他免除 0名 

出席率 88.89％ 

 

前々回 7月 30日分 

ホームクラブの出席者 33名  91.67％ 

メークアップの結果 36名 

特定免除  6名  その他免除  0名 

欠席者 0名  修正出席率 100.00％ 

ゲスト 地区 クラブ奉仕・会員増強委員会  

東村 高良 委員

米山奨学生 シュレスタ リエさん

後面に記載 

今月のテーマ 

「会員増強および拡大月間」 

「 教育について（仮） 」 

担当  田川 和見 新世代奉仕委員長

大東市教育員会 教育長  亀岡 治義 氏



 
 

皆様こんにちは、先週はお盆休みで例会が休会で

した。2 週間ぶりの例会で久しぶりの感じです。

お盆休み如何お過ごしでしたか。毎日暑い日が続

き、四国の四万十町では、 高気温が 4 日連続 40

度以上続き観測史上記録がでました。まだまだこ

れから残暑が続きますので、お身体に充分注意し

て下さい。 話は変わりますが、残念ながら地元桐蔭高校が甲子園大会春・夏の連

覇が期待されておりましたが、３回戦で敗退となりました。 

次回の健闘を期待します。 

８月１５日は、６８回目の終戦記念日を迎えました。この時期になりますと中国・

韓国が、我が国の戦争責任を、自国の政治問題とすり替え首相・閣僚の靖国参拝を

批判の的に上げます。今年は近隣諸国に考慮して安倍首相は参拝されませんでした。

戦争で御家族を亡くなられた御遺族の気持ち、お祀りされている英霊皆様の事を考

えますと日本国民として痛感いたしますが、靖国神社の代わりに国立戦争記念墓地

を造られてはと思います。誰でもお参りができ、外国の要人が来られても政治的に

関係無く献花できるのではないのでしょうか。其れよりも戦争は絶対起こしてはな

りません。人類は悠久の昔から争いを繰り返しております。現在でもこの世界のど

こかで戦争が行われております。悲しい事です。 

私はこの間「少年Ｈ」という題名の映画を観てまいりました。太平洋戦争戦前・戦

後を少年の目を通じて描かれている映画です。戦争の矛盾・悲惨、平和な家庭の崩

壊など、戦争は勝っても・負けても１個人の人生は翻弄されます。２度と戦争は起

こしてはなりません。戦争を知らない世代が大多数の時代になりましたが、我々が

後世に戦争の悲惨を伝えていく義務があると思います。憲法改正・集団的自衛権な

ど問題が多数ありますが、国民全体で考えるべき問題でもあります。 

ロータリー活動を通じて、少しでも世界の平和に貢献しようではありませんか。 

これで会長の時間を終わります。 

 上田 正義 会長会長の時間 



 

◎ニコニコ箱           東野 喜次 委員長 

・入会記念日 自祝      岡本 日出士君 

・入会記念日 自祝      中原  毅 君 

・入会記念日 自祝      藤本 和俊 君 

・結婚記念日 自祝      髙島  登 君 

・例会出席ありがとうございます     上田 正義 君 

・インターアクト海外研修無事帰国ご苦労様でした  小川 芳男 君 

・本日のゲスト東村さんよろしくお願いします   髙島  登 君 

・情報集会 欠席 お詫び     杉原 巨峰 君 

・IAC 海外研修タイ（バンコク）に渡航して来ました  

 東村委員長おつかれさまでした     佐藤 多加志君 

・東村委員長 インターアクト海外研修  

 大変お世話になりました 感謝     木村 克己 君 

・インターアクト海外研修では東村委員長に 

 お世話になりました 感謝     中野 秀一 君 

・インターアクト海外研修に行って来ました  

 佐藤、木村、中野会員ご同行ありがとうございました  

・ニコニコキャンプで娘と姪がお世話になりました 感謝 東村 正剛 君 

・中野君インターアクトのタイの思い出のおすそわけ 

 ありがとうございました 感謝     空門 満也 君 

・じいちゃんになりました 自祝     德山 泰之 君 

・例会、情報集会欠席 お詫び     東野 喜次 君 

 

委員会報告 



◎米山奨学委員会           大東  弘 委員長 

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 リエさんさんが、ゲストとして訪問され、近況

報告等をしていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎新世代奉仕委員会         田川 和見 委員長 
 

 ＜第 34 回 野球大会のご案内＞ 

 9 月 1 日（日）に大東ロータリー旗争奪少年野球大会が行われます。多数のご参

加よろしくお願い致します。 

日 時：２０１３年９月１日（日） ９：００～ 

場 所：大東公園  

 

 

 

 

２０１３～２０１４年度 
 

新世代奉仕 情報集会のお知らせ 
 

 情報集会を下記の通り開催いたします。 

 ご出席の程お願い申し上げます。 

日  時 ２０１３年 9月３日（火） １８：００～ 

場  所 秀  

会  費  ５,０００円  



◎インターアクト委員会        東村 正剛 委員長 
 

今年度の海外研修は８月４日～８日まで現地３泊５日の行程で RI３３５０地区 

タイ・バンコクを訪問しました。 

2 日目交流先の Srivikorn Highschool(ｼﾘﾋﾞﾖﾝﾊｲｽｸｰﾙ）にて RI 第３３５０地区ガ

バナーPrawitrojkajonnapalai 氏の歓迎の言葉を受けその後、記念品、バナーの交

換が行われました。そして、日本からはインターアクターとロータリアンが法被に

うちわで河内音頭を披露、タイのインターアクターからは舞踊や歌が披露され、和

気あいあいとした雰囲気中で交流を深めることができ、国際親善・交流に貢献でき

海外研修の目的が達成できたと思います。 

現地での美味しい食事と暖かいおもてなしに恵まれ、素晴らしい海外研修となりま

した。 

ご同行頂きました各校顧問の先生方、メンバーの皆様には心から感謝申し上げます。 

出発団結式には上田会長および小川幹事にも参加していただき、また日頃からイン

ターアクトの活動にご理解とご支援を頂いている大東ＲＣの皆様にも心から御礼

申し上げます。 

参加者：５２名 

    インターアクター３０名、顧問の先生７名、 

    ロータリアン１３名、 

    ガバナー事務所事務局長、看護師 各 1 名 

参加校：６校（清風・相愛・金光八尾・四天王寺・浪速・大阪桐蔭） 



 

 



「プロジェクト 3900 本腰を入れて、行動を起こそう！！」 

 

担当 クラブ奉仕委員会 髙島  登 委員長 

 RI2660 地区 クラブ奉仕・拡大増強委員 

 東村 高良 委員 

 

 

 

 

 

 

直近の３年間のアンケート分析で分かって来たのは、次のようなことでした。 

（１）新入会員数は思いのほかある 

  （地区全体で約＋300 名）。 

（２）それを、上回る退会者数がある 

  （約－４00名）。そのために、会員数の減少傾向。 

ここから言えることは、 

＜１＞新入会員を増やすと言うスローガンだけではダメである。 

＜２＞退会防止のスローガンも、同時に必要である。  

そこで、昨年度、考えたのが、 
 

プロジェクト３９００     会員拡大増強のための                  

◎勝利の方程式 ＝｛１：会員増強の 大化｝－｛２：退会者の 少化｝＋｛３：「会」の充実｝ 
 

でしたが、効果は上がりませんでした。純増 10％ＵＰの目標は、高過ぎたと思います。

そこで、 

＜３＞さらに、今年度は、RI のイメージアップ作戦３年目とも関連付けて、 
 

１．会を充実させる⇒ ２．宣伝を行う⇒ ３．勧誘する  を１セットと考えて実践し、 

    気の利いたタイトル付け、写真、記録を残して行きましょう。 
 
という、一連のサイクルを想定して、ロータリーの会を再構築しましょうという、

ご提案です。 

 ここで、RI2660 地区の全体像は、クラブ数は 83 で、 大 263 名、 少 12

名、平均 44 名、中央値 35 名、 頻値 30～39 名です。合併クラブが 2 クラブ

で各 60 名と 54 名です。また新しく、朝例会の「大阪アーバン RC」、茶会例会



 
熱帯アフリカ原産の常緑高木で、インドゴムノキなど

と同じイチジク属の仲間です。独特の樹形とハート型

の大きな葉が特徴で、観葉植物として人気が高いです。

(性 質) 熱帯性 常緑高木 

(花言葉)「すこやか」  
 
【ウンベラータ栽培のワンポイント】 

◇日光を好みます。  

◇耐寒温度は５℃以上。  

◇高温多湿を好む。  

・真夏の直射日光は強すぎるので遮光が必要です。 

・耐寒温度は５℃以上ですが、急激な温度変化はよく

ありません。 

・高温多湿を好みます。（高温期にはときどき葉水を

与えましょう） 
 
※春から秋には戸外栽培ができますが、葉やけしない

ように徐々に日光に慣らしましょう。  

 

 

の「大阪みおつくし RC」、我が地区ではありませんが、インターネット例会の「Ｅ

クラブ」が 近、新設され、新しい展開も見せつつあります。 

＜４＞ 

●『良い友人の友人は良い友人』という、良い友人を１人でも多く勧誘してロータ

リーの連鎖の輪を、各ロータリークラブで拡げて行きましょう。 

 

貴クラブ様におかれましては、手作りで、独自の、ロータリー発展のサイクルを実

施し完成させ、実効を上げていただき、貴クラブ様の益々のご発展をご期待申し上

げます。 

 

●フィカス・ウンベラータ● 


