
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （11 月 19 日）

次週の予定  （11 月 26 日）

ロータリーソング 

「君が代」「 我等の生業 」「 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 11 月 19 日   No.2227  H25.11.12 (No.2226 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（11 月 12 日分） 

会員数 43名 出席数 36 名 欠席者 3 名 

特定免除 4 名 その他免除 0名 

出席率 92.30％ 

 

前々回 10月 22日分 

ホームクラブの出席者 31名  81.58％ 

メークアップの結果 38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％ 

ゲスト 大東市教育委員会 教育政策室  
伊東敬太 氏 

第 2660 地区 ガバナー  福家 宏 氏 
米山奨学生    シュレスタ・リエさん 

 

今月のテーマ 

「ロータリー財団月間」 

    裏面に記載 

「 ロータリー財団月間に因んで 」 

 木村 克己 ロータリー財団委員長

「 夜間例会 」 

 松原 清一 社会奉仕委員長



 

皆さんこんにちは、例会出席ありがとうございます。 

本日は、国際ロータリー第 2660 地区 ガバナー 

福家 宏 様の公式訪問であります。 

お忙しいところ、ようこそお出で下さいまして誠に

ありがとうございます。この後卓話よろしくお願い

します。 

まず、報告事項といたしまして 11 月 2 日第４回国際ロータリー第 2660 地区米山奨

学生ふれあいスピーチコンテストに、米山奨学生のシュレスタ・リエさんと出席し

てまいりました。各国 11 名の出場者それぞれ、親元を離れて米山奨学生として日本

に来て初めて、親の有難さ、自己発見・廻りの人びとに対する感謝の気持ちなどが、

改めてわかった事など心暖まるスピーチでした。この様な発表会は一人でも多くの

ロータリアンが参加することにより 

奨学生の気持ちが理解出来る良い機会でもあり、米山記念奨学の理解も深める事に

もなるのではないでしょうか。 

今月は、ロータリー財団月間・世界インターアクト週間です。当クラブは、大阪桐

蔭中学・高等学校インターアクトクラブの提唱クラブでもあります。11 月 23 日に

インターアクトクラブ年次大会が四天王寺高等学校・中学校で開催されます。参加

のほどよろしくお願いします。ロータリー財団の新たな事業でＦＶＰプロジェクト

が、当クラブでも昨年より進めてまいりました、ＦＶＰによって末広公園にベンチ

の設置が行われます。又今年もＦＶＰ特別委員会が作られ橋本委員長の元に、来年

ネパールに支援するが為に活動されておられます。 

この様に、多くのロータリアンがロータリー財団プログラムに参加をして、立案し

た計画が困難を伴っても是非勇気を持って敢行することで、ロータリー財団プログ

ラムの一つであります「人道奉仕の重点化と増加」の活動になるかと思います。 

ロータリー財団月間にちなんで改めてもう一度、ロータリー財団について考えては

いかがでしょうか。ＲＩ・地区・各クラブとの財団についての考え方には多少温度

差はあるかと思います。この温度差は各ロータリアンのロータリーについての取り

組み姿勢の差でもあります。各クラブの状況にもよります。取り組み方は各自の自

由でありますし強制出来るものではありません。但し、ロータリーの基本・目的・

奉仕の精神は同じかと思います。 

 上田 正義 会長会長の時間 



小川 芳男 幹事 
 

【報告事項】 

 福富会員出席免除願い 

堀部会員出席免除願い  提出され、条件を満たしていましたので受理致しました。 

第２回 FVP 特別委員会からの委員会報告をして頂きました。   
 

 【議  題】 

1. クリスマス会について                 

本会計から 327,400 円の出金              ・・・・・承認 

  2. ロータリー財団 年次及びポリオ基金について 

15000 円+5000 円の御願い文をポスティング       ・・・・・承認 

 

◎新世代奉仕         田川 和見 委員長 

大東市教育委員会の伊東様が第 8 回大東市弁論大会の案内と協賛へのお礼を述べら

れ協賛金の贈呈が行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎米山奨学委員会       大東  弘 委員長 

 ネパールから来られたシュレスタ リエさんが、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 

 

 

 

理事会報告 



                           

◎ニコニコ箱           東野 喜次 委員長 
 

・誕生日 自祝       木田 眞敏 君 

・誕生日 自祝       中原  毅 君 

・誕生日 自祝       藤本 和俊 君 

・誕生日 自祝       上田 正義 君 

・誕生日 自祝       空門 満也 君 

・結婚記念日 自祝      中原  毅 君 

・結婚記念日 自祝      佐藤 多加志君 

・例会出席ありがとうございます 感謝    上田 正義 君 

・理事 役員 委員長 理事会出席 

ありがとうございました 感謝     小川 芳男 君 

・福家宏ガバナー公式訪問感謝     樋口 秀和 君 

・駅伝全国大会出場（初出場）ご声援お願いいたします 自祝 森山 信一 君 

・新潟平野の広大さと そこに舞いおりる白鳥に感動しました  

東野さんと一緒でした 感謝     大西 寛治 君 

・例会欠席お詫び       髙島  登 君 

・森岡会員お世話になり ありがとうございました 感謝 杉原 巨峰 君 

・佐藤会員 2 日連続でごちそう様でした 感謝   木村 克己 君 

・娘とビルボードライブに行ってきました   中野 秀一 君 

・皆様お久し振りにお顔を拝見します    中嶋 啓文 君 

・皆様のニコニコに感謝 早退お詫び    東野 喜次 君 

委員会報告 



◎親睦委員会        中野 秀一 委員長 
 

2013-14 年度大東ロータリークラブクリスマス家族会 

マジックショーをお楽しみ頂きながらコース料理をご堪能頂く企画です。 
  

開催場所：太閤園 リュクセレ 

開催日時：平成 25 年 12 月 10 日 

例  会：17：15 開会 

写真撮影：17：30（同伴者の方もこの時間にはお集まり下さい） 

クリスマス家族会：18：00 開園 

登録料：メンバー・ご夫人は 21,000 円 お子様は 8 千円 

  

 

◎会報委員会       福富 經昌 委員長 

【横組みページ】 

☆ＲＩ会長メッセージ「世界でよいことをするために」：ロー

タリー財団はみんなのものです。財団を通せば、世界中のど

のクラブ、どの地域の活動であれ、参加することができる。

財団の目的は、いつも「世界でよいことをしよう」です。  

☆11 月はロータリー財団月間：「新しくなったロータリー財

団」です。①第 2500 地区の‘世界最初の承認となったグロー

バル補助金によるデンタル VTT’、②敦賀 RC の‘教育の質と

衛生環境の改善を目指して‐‐‐タイ・チェンマイ県オムコイ郡 非正規教育施設

プロジェクト’③第 2580 地区の‘グローバル補助金小学生として学んで……’元

奨学生のお話。④‘地区補助金で…こんな活動をしました’第 2690 地区の各 RC

のプロジェクトの紹介。 

☆世界インターアクト週間：各地区のインターアクターたちの活動紹介 

☆よねやまだより…ありがとう、ロータリアン！⑰｢障害のある仲間とともに生き

る｣大宮北 RC の米山学友・金福漢さんの活動の過程を掲載。 

☆心は共に：だて西 RC の仮設住宅に全国初の構内放送設備寄贈(第 2530 地区)  

☆ロータリー入門：ロータリアンのための職業奉仕入門…Do Good Work、①病院

船｢アフリカ・マーシー号｣を運営する非営利団体マーシーシップスの創設者とのイ

ンタビュー記録、②VTT(職業研修チーム)を結成・派遣するためのアドバイス。 



【縦組みページ】 

 『スピーチ』は、2530 地区・県南分区 IM 講演要旨(2013 年

4 月 20 日)：福島県天栄村産業振興課課長・天栄米栽培研究会

事務局長：吉成 那市氏の｢放射能ゼロ米への挑戦」で土をや

られては、農家は生活できないのです。何とかしたい、奇跡の

復活を遂げるための行動を起こそう、ということで、震災後の

2011 年 3 月 30 日から行動を起こしております。「自分の子供

に放射性物質の入ったものを食べさせたいと思う親は一人も

いない。だからゼロにしたい」というのが私たちの思いでした。と述べておられま

す。 

☆わがまち……そしてロータリーは愛知県・名古屋市です。旧町名の復活を夢見て

歴史を学ぶです。古い町名は歴史そのものです。それが私の年代でもうわからなく

なっている。歴史の断絶ですと‘名古屋の旧町名を復活させる有志の会’の北見昌

朗氏。しかしロマンがあるが実益がないとも述べておられます。 

☆友愛の広場：各 RC から種々報告されています。東大阪東 RC から‘葦舟神事に

ついて’が報告されています。 

☆卓話の泉：‘国産ビールの誕生’など興味深い内容の卓話が掲載されています。 

☆ロータリーアットワーク：第 2660 地区からは、大阪ネクスト RC，東大阪中央

RC、大阪柏原 RC からの報告が掲載されています。その他全国各地の RC から興

味ある内容の報告がなされています。 

     

 

 

 

 

 

 

 
今月の誕生日花は、一足先に秋色を感じて頂け

たらとの思いで、紅葉色満載の枝物でのアレン

ジを致しました。 
 
＜使用花材＞ 
紅葉ヒペリカム 染雪柳 ファーガス 
野バラの実 サンダーソニア 
 
お誕生日おめでとうございます。 
 

11 月のお花 



 

         

 

「 ガ バ ナ ー 公 式 訪 問 」 

 

第 2660 地区 ガバナー 福家 宏 氏 

 

私は 2013 年 1 月 13 日(日)～18 日(金)、米国カリ

フォルニア州サン・ディエゴにて開催された、国

際協議会 2013 に参加して参りました。地区ガバ

ナーに就任するには、昨秋東京で 2 度開催された

GETS(ガバナー・エレクト研修セミナー)を含め、

この国際協議会への参加が義務付けられていま

す。国際協議会のために設定された研修の全てに出席しないと、地区ガバナーには

就任出来ません。無論私も日本から出席した 34 地区の GE と共に、全てのプログ

ラムを消化して帰国致しました。厳しいスケジュールではありましたが、日本の他

地区の GE の皆様と親睦を深め、他国の人々と色々な形で交流出来たことは楽しい

ことでありました。 

 今年度の国際ロータリー会長はロン・D・バートン氏です。1979 年以来、米国

オクラホマ州ノーマン RC の会員であり、職業は弁護士です。これまでに、地区ガ

バナー、恒久基金米国アドバイザー、ロータリー財団地域コーディネーター、イン

ターナショナル・ポリオ・プラス委員会委員、ロータリー財団管理委員などを歴任

され、2008-09 年度は財団管理委員会副委員長、また、未来の夢委員会委員および

副委員長も務めておられます。先ずは此の度の国際協議会開会本会議におけるロ

ン・バートン RI 会長による開会講演の内容をお伝え致します。 

【ポリオ撲滅】1986 年以来開始された「地球上からポリオを撲滅する」ためのポ

リオ・プラス・プログラムは、当時から実現は容易でないことは分かっていました

が、2005 年には成功させるという目標が立てられました。残念ながら 2013 年を

迎えた今、まだポリオの撲滅は成功していません。しかしポリオが次第に終結へと

近づいていることは、明らかです。目標達成までもう少しです。 

【FVP：Future Vision Plan 未来の夢計画】「未来の夢計画」は、ロータリー財団

先週の卓話 



の新たな時代の幕開けです。ロータリーの素晴らしさをすべて取り入れた未来の夢

は、さらに大きく、持続可能な国際プロジェクトを促すと同時に、地域社会のニー

ズに応える地元プロジェクトでの柔軟性を高めることによって、ロータリーを新し

い次元へと昇華させるものです。 

【会員維持増強】会員増強は他人任せでは無くて、私の責務であり、皆さん自身の

責務であり、ロータリアン全員の責務です。勧誘が成功し、入会を OK してもらい、

その人が会員となった時、皆さんの仕事はそこから始まります。新会員を指導し、

彼らがクラブで重要な役割を担い、ロータリーで満足感を得られるようにしなけれ

ばなりません。ロータリーに入会した新会員全員を維持できれば、会員増強など問

題にならないはずです。毎年、ロータリーには、およそ 12 万人という大勢の人が

入会します。しかし毎年、ほぼ同じ数の会員が退会しています。15 年以上にわた

り会員数が約 120 万人にとどまり、会員数が横ばいとなっているのは、このため

です。今や本腰を入れなければならない時が来ています。 

【多様性】1987 年、ロータリーは女性に入会の門戸を開きました。それは、ロー

タリーにとって記念すべき日でした。しかし、女性会員の数が順調に増えているわ

けではありません。これは、私たちが取り組むべき課題です。さらに、ロータリー

に若い会員を迎え入れ、現在のローターアクター、インターアクター、ライラリア

ン、青少年交換学生、財団奨学生、GSE チームメンバーに、明日のロータリアン

になってもらえるよう努める必要があります。ロータリーが生き残るには、時代の

変化とともに自分たちも変わる努力をしなければなりません。例会時間や例会場を

変えたり、クラブの形態を見直すなど、柔軟に適応する努力をすることです。 

【今年度 RI テーマと地区方針】 

Engage Rotary  Change Lives 

「ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を」 

ロータリーやロータリー財団のプログラムに真剣に取り組めば、多くの人々を豊か

にすることが出来ます。そしてそれよりも大切なことは、もっと豊かになるのは、

皆さん自身の人生だということです。これはアーサー・シェルドンの One profits 

most who serves best 「最も良く奉仕する者、最も多く報われる」という標語か

ら発した考えです。 

 



『今年度地区方針』 

私は今年度 RI テーマを尊重しつつ、「ロータリアンが奉仕を実践した時にはロー

タリアン自身の人生が豊かになる」というバートン氏のメッセージを受ける形で、

今年度当地区の方針を決定致しました。 

それは「感動の体験を!! 人々にも、自身にも」 であります。 

私は 1 人でも多くのロータリアンに RI やロータリー財団プログラムに参加をして

頂きたい。立案した計画が困難を伴っても是非とも、勇気をもって敢行して頂きた

い。これが私の思いであります。”Participate” これは、日本人初の RI 会長を務

められた東ヶ崎潔氏の RI のテーマです。私はこの言葉を心に刻み、この言葉を拝

借して、地区方針に盛り込みたいと考えました。「参加し、敢行しよう!!」でありま

す。どうかよろしくお願い申し上げます。 

さて地区としては何にポイントを置いて活動を進めて行くのか？これは５つあり

ます。RI 戦略計画の 3 つの重点項目のうち、 

「クラブのサポートと強化」に関わるものとして 

①会員の維持と増強です  

会員の維持のためには入会後年数の浅い会員に出来る限り RI やロータリー財団の

プログラムに参加するように工夫をして頂きたいのです 

「人道奉仕の重点化と増加」に関わるものとして 

②ポリオ撲滅への努力  

③FVP によるプロジェクトの成功 

④東日本震災復興支援 

「公共イメージと認知度の向上」に関わるものとして 

⑤広報活動です 

この５項目に重点を置いて活動して頂きたいと、強く念願しております。 

【寄付のお願い】目標額 ①年次基金 150 ドル ②ポリオ・プラス 50 ドル ③米

山記念奨学会 3 万円 ④東日本震災復興支援 1 クラブ当たり 5 万円以上 

【地区大会】2014 年 2 月 21 日(金)～22 日(土) 大阪国際会議場、ﾘｰｶﾞ･ﾛｲﾔﾙ･ﾎﾃﾙ 

      記念講演「桜井よしこ氏」 



 

2013 年 11 月 12 日 

大東ロータリークラブ 

会長 上田 正義 様 

幹事 小川 芳男 様 

国際ロータリー第 2660 地区 

ガバナー 福家 宏 

 

拝啓 晩秋の候、貴クラブの皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

また平素は地区ロータリー活動にご尽力、ご協力を賜りまして深謝致しております。 

 本日の公式訪問に際しましては、格別のご高配にあずかりましたこと、誠に有難

く、厚く御礼申し上げます。先ずは心温まるお出迎えに感謝申し上げます。そして

私が代診の居ない現役の開業医であるため、ご迷惑をおかけ致しましたことにお詫

びを申し上げます。職業奉仕へのご理解と、ロータリーの寛容と友情の精神をもっ

て、お赦し下さいませ。 

 さて、私は今年度の RI テーマ「Engage Rotary  Change Lives：ロータリーを

実践し、みんなに豊かな人生を」を尊重し、「感動の体験を!! 人々にも自身にも」

与えることの出来るような地区活動を、地区委員の皆様と一致団結して進めて参り

たいと考えております。そしてそのことが、クラブの活性化や会員増強に繋がって

行くことを強く念願致しております。 

 また貴クラブの奉仕の実践が上田会長様初め理事役員の皆様方のリードにより

まして、いかんなく発揮されますよう願っております。 

 末筆ながら、貴クラブのますますのご発展と、貴クラブ会員の皆様方のご健康と

ご多幸を祈念致しております。            
敬具 

 

 

 

※11月12日（火）ガバナー公式訪問され、卓話をして頂きました福家 宏ガバナー

よりお礼状が届いております。載せさせて頂きました。 


