
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （10 月 8 日）

次週の予定  （10 月 22 日）

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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ニコニコ箱 

平成 25 年 10 月 1 日   No.2222  H25.9.17 (No.2221 の例会記録) 
平成 25 年 10 月 8 日   No.2223  H25.10.1 (No.2222 の例会記録) 

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（9月 17 日分） 

会員数 42名 出席数 35 名 欠席者 2 名 

特定免除 5 名 その他免除 0名 

出席率 94.59％ 

 

前々回 9月 3日分 

ホームクラブの出席者 36名  97.30％ 

メークアップの結果 37名 

特定免除  5名  その他免除  0名 

欠席者 0名  修正出席率 100.00％ 

 9/17 ゲスト    
     桐蔭 ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ 顧問 仲谷 浩一  氏

インターアクター 渡邊  瞳 さん
正木 佑芽 さん

今月のテーマ 

「職業奉仕月間」「米山月間」 

    裏面に記載 

「 米山月間に因んで 」 

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

◆ 出席報告（10 月 1 日分） 
会員数 42名 出席数 22名 欠席者 9名 
特定免除 11名 その他免除 0名 
出席率 70.97％ 
 
前々回 9月 10日分 

ホームクラブの出席者 34名  91.89％ 
メークアップの結果 37名 
特定免除  5名  その他免除  0名 
欠席者 0名  修正出席率 100.00％ 

「 職業奉仕に因んで 」 

職業奉仕委員会 佐藤 多加志 委員長



 
 

皆さんこんにちは。例会出席ありがとうございます。 

台風 18 号がこの連休中に日本列島を縦断して、各地

に多大なる被害が発生しました。自然の力の恐ろしさ

を痛感いたしました。被害に合われた方に１日でも早

い復旧をお祈り申し上げます。 

さて、９月 12 日第１回大東ロータリークラブ・ゴル

フ大会が、奈良県の万壽ゴルフクラブで開催されました。多数の会員の皆様が参加

していただきましてして誠にありがとうございました。又、大矢キャプテンには、

お仕事があるのにわざわざ、担当といえ朝ゴルフ場まで来ていただきまして誠にあ

りがとうございました。その後を前キャプテンの東村会員のお世話になりまして感

謝申し上げます。田川会員が優勝されました。おめでとうございます。 

15 日には、大東市民まつりにおいて、薬物防止キャンペーンに会員の皆様が多数参加

していただきましてありがとうございました。松原社会奉仕委員長ご苦労様でした。

あいにく午後より雨の為、夕方の盆踊り警備は中止になり、楽しみされておられた市

民の方は残念でしたでしょう。 

第 34 回大東ロータリークラブ旗争奪野球大会の決勝戦と表彰式が雨の為、中止なり

23 日に順延いたしました。会員のご参加よろしくお願いします。 

本日は、大変嬉しい事があります。新入会員が入会されます。山田 伸 君です。仲間

が増える事は非常に素晴らしい事であります。一人でも多くの方と一合一会ができ、

ロータリークラブの基本であります親睦が始まる事は何よりも、素晴らしい事であり

ます。これで私に 43 番目の友人ができました。山田君ロータリーを楽しんで下さい。

そして学んでください。 

「ロータリーの第一の仕事は人を作る」と言われるのは、毎週の例会で会員相互の温

かい交友の中から「奉仕の理想」「思いやり、助け合いの心」を身に付ける事、「知識

とインスピレーションを与え合うこと」「活動に参加すること」などを通じて、長年

の間に人間の質を向上させることになるのです。 

「賢は賢なり、愚は愚なりに一つのことを何十年と継続していけば、必ずものになり

ます。別に偉い人になる必要はないのではないか。社会のどこにあっても、その立場・

立場においてなくてはならぬ人になる。その仕事を通じて、世のため人のため貢献す

る。そういう生き方を考えなければなりません。」 

と、安岡正篤（ﾔｽｵｶ・ﾏｻﾋﾛ）先生が述べられておられます。 

ロータリーの社会奉仕・職業奉仕にも通じるかと思います。 

クールビズが９月で終わります。10 月より例会では、上着・ネクタイ着用必ずお願い

します。理事会での決定事項です。御協力お願いします。 

これで会長の時間終わります。ありがとうございました。

 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   角井 吉彦 君 

・例会出席ありがとうございます   上田 正義 君 

・薬剤師会の自殺予防講演会 盛況裏に終了しました  

 ご協力ありがとうございました   小川 芳男 君 

・スズメバチに刺されました 次回は生命にかかわります 懺悔 大西 寛治 君 

・中嶋さんのおかげでブービー賞を頂くことができました 感謝 藤本 和俊 君 

・市民まつり欠席 お詫び   髙島  登 君 

・第１回ゴルフコンペにご参加頂きありがとうございました  

 第２回もよろしくお願いします   大矢 克巳 君 

・ゴルフ優勝 36.44！   田川 和見 君 

・松原委員長 市民まつりありがとうございました 感謝 木村 克己 君 

・ロータリーコンペ BM いただきました！   中野 秀一 君 

・ゴルフコンペ 上田会長、小川幹事、池田会員 

 楽しくプレーご一緒させて頂き有難うございました 感謝 東村 正剛 君 

・大東市民まつりおつかれ様でした   空門 満也 君 

・市民まつりお疲れさまでした 台風１８号被害見舞い   東野 喜次 君 

・例会欠席すみません がんばって出席できるようにします 安田 智洋 君 

委員会報告 



 

 

 

氏 名 ：山田 伸（やまだ しん） 

生 年 月 日 ：昭和 38 年 4 月 18 日 

事業所名所 ：日動建設株式会社 

職 業 分 類 ：建築 

趣 味 ：ゴルフ 

推 薦 者 ：池田實・谷中清孝・髙島登 

 

 

 

 

 

 

 

◎ゴルフ同好会  大矢 克巳 キャプテン 
 

先日 9 月 12 日（木）、万寿ゴルフクラブにてゴルフコンペが行われました。参

加者 18 名、優勝は田川会員でした。次回は 11 月１３日（水）グランデージゴ

ルフ倶楽部の予定です。 

多数の御参加お願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新会員紹介 



◎ロータリー財団委員会    木村 克己 委員長 

 ロータリー奨学生の募集が地区より届いております。ネームプレートのところに

ポスターを掲示しておりますので、どなたか候補者がございましたらご連絡くださ

い。 

 

2014-2015 年度 ロータリー奨学生募集 
 

種  類  グローバル補助金によるロータリー奨学生（大学院課程）    

奨 学 金  往復旅費、授業料、生活費等を援助対象とし、授与額は総額で 

      ＵＳ３０，０００ドル以上   1～2 年間奨学金支援）    

募集人員  若干名    

留学時期  留学開始は 2014 年 7 月 1 日以降  
 

＜資格＞  

1.優秀な成績と健康、並びに親善使節としての素質を持つ者。 

2.第 2660 地区内（大阪府大和川以北)に在住、或いは地区内の学校に在学、或い 

 は地区内に本籍を有する者。 

3.日本国籍、または永住権を有する者。 

4.大学 4 年課程までを終了している者。もしくは、それに相当する者。 

5.申請時に下記６つの重点分野に該当する海外の大学院の専攻課程に合格してい 

 る事。 (2014 年 3 月 31 日迄） 

①平和と紛争予防／紛争解決 ②疾病予防と治療 ③水と衛生 

④母子の健康 ⑤基本的教育と識字率向上 ⑥経済と地域社会の発展 

 無資格者  ロータリアン、名誉ロータリアン、クラブ・地区・その他のロー 

タリー関係の組織および国際ロータリーの職員、上記該当者の配偶者、直 

系卑属（子どもまたは孫）、直系卑属の配偶者、尊属（両親または祖父母）。 

※ロータリアンおよびロータリアンの親族はロータリアンがクラブを退会 

してから 36 ヵ月経過するまでは奨学金受領資格を有しません。    

語 学 力 ◎英語圏への留学 （2 年以内の TOEFL スコア)・・・応募時の目安  

・語学系攻     IBT(83 点以上) 筆記（560 点以上） 

・語学系以外の専攻 IBT(78 点以上) 筆記（547 点以上） 

◎英語圏以外への留学 （BERLITZ 等）  

・語学系専攻    レベル 6 以上 

• 語学系以外の専攻 レベル 5 以上 

 申請方法 第 2660 地区のホームページ内の手続要領に従って申請書を作成し、下記ガバ

ナー事務所または最寄りのロータリークラブに連絡してください。申請書およ

び必要書類をロータリークラブに提出し、面接のうえ推薦を受けてください。 

         (最寄りのロータリークラブは 第 2660 地区のホームページをご参照ください）    

 申請締切  2013 年 10 月 25 日（金）迄に最寄のロータリークラブへ必着。  

 選  考  一次試験 2013 年 11 月 23 日（土） 



◎社会奉仕委員会    松原 清一 委員長 
 
去る、9 月 15 日  市民まつりの中で、関係各種団体による薬物乱用防止キャンペ

ーンが挙行されました。当日参加いただきました会員各位におかれましては、あり

がとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

去る 9 月 20 日 7 時 45 分から 30 分間 JR 住道駅デッキで、大東市長の挨拶の後オ

ープニングセレモニーをして、 キャンペーンのノベルティグッズを関係各種団体

様といっしょに、通りがかりの人々に配布いたしました。参加いただきました会員

各位におかれましてはありがとうございました。



◎新世代奉仕委員会   田川 和見 委員長 

第３４回大東ロータリー旗争奪少年野球大会が、９月１日から２３日まで開催され

１１チームが参加しました。 

悪天候により順延された決勝戦は晴天の中 昨年の覇者 オール住道 対 寺川

ブラックスによって雌雄を決する戦いとなりました。オール住道が１点を先制する

とその裏寺川ブラックスが逆転という展開で始まり、最後はオール住道が制する熱

い戦いとなりました。 

決勝戦に進んだ両チームは、１０月１２日より開催される第３３回大阪府秋季少年

軟式野球大会に出場し優勝を目指して戦います。 

 

第３４回大東ロータリー旗争奪少年野球大会 決勝戦 



 

インターアクト「 タイ海外研修 」報告 

 

 

 

 

     

担当 インターアクト委員会 東村 正剛 委員長 

桐蔭中学高校 IAC 顧問 仲谷 浩一 先生 

インターアクター 渡辺  瞳 さん 

正木 佑芽 さん 
 

「タイ研修について」 

 まず私がこの旅行で１番に驚いたことは、タイの空港に着いた時のことです。わ

ざわざタイのインターアクターの方々が空港で出迎えてくださっていて、私達が近

づいたとたんに彼らは、積極的にしかも日本語で「何歳なの？」「名前を教えてく

ださい」と話かけてくれたからです。私はタイの方々はおとなしい性格だと思って

いたのでこの積極性には本当に驚きました。 

 ２日目はまず、エメラルド寺院へ行きました。エメラルド寺院は、日本の寺院と

はまったく違い豪華で、装飾がとてもきれいでしたが、金ばかりなのでまぶしかっ

たです。建物の雰囲気があまりみないような様式だったのでとても興味深かいもの

でした。同じ様な建物がたくさんあって迷いそうになり、広すぎたので全部を回る

ことができませんでした。エメラルド寺院に行った後は、タイの生徒達と交流する

ために学校へ行きました。 

 前の日、空港で日本語で話かけてくれた人もいたけど皆がしゃべれるわけではな

いし話が続くかなとか、英語もきちんと通じる程度話せるわけでもないので、向こ

うの学生にも分かってもらえるかとかそんなことばかり考えていました。 

 学校では私達が食事をしている間に歌を披露してくれたりしてくれました。その

後タイの学生さん達と交流してた時、私は本当にタイの学生の語学力に驚きました。

私が交流した人の中には、日本のアニメが大好きでそこから日本語を覚えて、一人

で東京に行って観光したという人もいました。私と年齢が変わらないのにもかかわ

らず自分の趣味から独学で他言語を習得しているということが、私は日本語しか話

すことができないのでどんなに大変なことかは分からないけど、とても努力してい

る人だなと思いました。日本語を話せる人は他にもいて、しかもそれ以外の国の言

先週の卓話 



葉を話せる人もいました。また日本語を話せない人も、日本語を勉強するための本

を持っていて日本語で話しかけてくれました。「日本語でこれは何て言うの？」と

か話題をどんどん引っ張っていってくれました。私はその前日に、ほんの少しだけ

つまりあいさつだけしか勉強していないのに、タイの学生の方は日本語を一生懸命

話してくれたからです。しかもほとんどの人が英語も上手に話せるのに英語もあま

り上手に伝えられなかったからです。 

 また、しばらく話した後タイ語を教えてもらいました。私は舌を使って発音する

のが苦手だったため、だいぶ苦労しました。でも、最後まで丁寧に教えてくれて最

後には仲良くなることが出来ました。また「かわち音頭」を教えている時は踊りな

ので、言葉の垣根を越えて通じ合うことができました。生徒達も学校の先生までも

笑いながら楽しそうに踊って、その後は自分たちの持っていたお土産を渡しました。

喜んでもらうことが出来たし、中には逆にプレゼントをくれる子もいました。学校

を出るときにたくさんの写真を撮って思い出を作ることが出来ました。海外の学生

さんと交流する機会なんて滅多にないので本当によい経験が出来たと思っています。 

 次の日は、朝から色々観光名所をタイの学生と共にまわりました。象に乗ったり、

いかだで川下りをしたり、尼さんのショーを見て映画の舞台にもなった橋に行きま

した。日本のお参りの仕方とは全く異なるもので、正座をして頭が地面につくまで

深々とお辞儀をして、その後は小さな仏像に金ぱくを貼り付けるものでした。「日

本とは違い色々なことをやるんですね。日本はお辞儀だけですよ」と言うとタイの

学生はとてもびっくりしていました。文化の違いから色々な事についての価値観が

異なるのでタイの学生に話を沢山教えてもらい「日本とはここが違います。」とい

う内容の話をしていたのですが、お互いにとても有意義な時間となりました。 

 最終日にはほぼ１日観光をしていました。私がそこで一番楽しかったのが水上マ

ーケットです。水上マーケットでは「値切れるのでいっぱい値切っていいよ」と言

われていたのですが、店員さんが表示した値段の半額を言っても、その値段で買う

ことが出来びっくりしました。普段は値切って商品を買うことなどしないので、本

当にこんなに値切って大丈夫なのかなと思ってしまった程でした。買い物を終えて

夜ご飯を食べ空港に行ったのですが、帰るまでは楽しい経験が出来たので本当に行

けてよかったです。ロータリークラブの方々にも沢山お世話になりました。本当に

ありがとうございました。 



「タイの海外研修」 

 八月四日～八日まで、インターアクト部員としては初めての海外研修に行きました。 

 海外研修はインターアクト部の活動の中でも、やはり大事な活動の一つで、私も入

った頃からずっと楽しみにしていました。海外研修先での学生さんはもちろん、日本

の他校のインターアクト部員とも話せる少ない機会で、この日が待ち遠しかったです。 

 タイでは、エメラルド寺院や王宮、カンチャナブリなどの観光、色んな学校の学

生さんたちとの交流が主でした。私にはそのすべてが新鮮で、一瞬一瞬が大切な忘

れられない思い出になったと思います。 

 その中でも一番心に残っている時間は、タイの学生さんたちとの交流です。 

 二日目、三日目、四日目と、ホテル以外のすべての時間を現地の学生さんと過ご

した気がします。 

 私は中学三年生の時に、カナダへ海外研修に行き、そのときも学校交流があった

のですが、カナダの学生さんたちはネイティブなので、英語がなかなか聞き取りに

くく、また、自分の英語にも自信がなくて、あまりコミュニケーションがとれずに

交流タイムが終わってしまいました。それだけがカナダ研修での心残りでした。だ

から、今回の海外研修ではもっとコミュニケーションをとって、現地の学生さんと

仲良くなりたいと思っていました。 

 タイ人は、もちろん私たちよりはずっと英語が堪能で、初めは緊張していました

が、すごくフレンドリーに話しかけてくれて、私もたどたどしい英語とジェスチャ

ーを使いながら話すことが出来ました。タイとは言語も文化も料理も全く異なって

いるので、戸惑うこともありましたが、タイの学生さんが「日本語を教えて！」と

積極的に言ってくれて、簡単な挨拶や数え方、色を教えたり、また、逆に私も少し

タイ語お教えてもらいました。タイ語は全く読めない上に発音も難しく、タイの学

生の名前を覚えるだけでも一苦労でした。そのとき思ったのがカナダとの違い。そ

れはお互いに英語ではない母国語があるということ。それを英語を用いながら教え

合う、そういうのは貴重な体験になりました。また、なにより嬉しかったのは、タ

イの学生さんが私の名前を呼んでくれたことです。そのたびに心が弾みました。 

タイの学生さんたちとは今でも交流が続いていて、LINE で英語で話しています。

それも、この海外研修のおかげです。 

 この海外研修を通して、私は、お互いに文化や言語が異なっていても、それを理

解しながら、教え合うことの大切さを学ぶことができました。もし、また参加でき

る機会があるのなら是非参加したいです。 

 最後に今回この海外研修に参加させてくれた、

両親、ロータリークラブの皆さん、顧問の先生方、

本当にありがとうございました。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


