
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （12 月 17 日）

次週の予定  （12 月 24 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？ 
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ニコニコ箱 

平成 25 年 12 月 10 日   No.2230  H25.12. 3 (No.2229 の例会記録)  

平成 25 年 12 月 17 日   No.2231  H25.12.10 (No.2230 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（12 月 3 日分） 

会員数 43名 出席数 35 名 欠席者 2 名 

特定免除 6 名 その他免除 0名 

出席率 94.59％ 

 

前々回 11月 19日分 

ホームクラブの出席者 25名  83.33％ 

メークアップの結果 29名 

特定免除  12名  その他免除  0名 

欠席者 2名  修正出席率 93.55％ 

12 月 10 日ゲスト 
 香里園 RC  ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ｴﾚｸﾄ 西邨 智雄 氏 

幹事 泰江 征樹 氏 

今月のテーマ 

「家族月間」 

    裏面に記載 

先月ＨＰ来場者数 

＜11 月度＞   トータルアクセス数 1,239 名
         ユニークアクセス数* 540 名 

「 裁判・起訴の雑学 PART2 」 

間  紀夫 会員

「 前期を省みて 」 

 会長・幹事・五大奉仕委員長

◆出席報告（12 月 10 日分）クリスマス家族会 
会員数 43名 出席数 32名 欠席者 3名 
特定免除 8名 その他免除 0名 
出席率 91.43％ 
 
前々回 11月 26日分 

ホームクラブの出席者 36名  94.74％ 
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％ 



 

皆さん例会出席ありがとうございます。 

来週 12 月 10 日は太閤園にて第４６回クリスマス例会

並びにクリスマス家族会が行なわれます。多数のご参

加お待ちしております。親睦委員会の皆様にはお世話

になりますが、よろしくお願いします。 

例会終了後年次大会が開催されますのでご出席お願いします。 

先月の 28 日～30 日台北雙渓ＲＣとのＷＣＳで台北に行ってまいりました。高雄鳳

山南ＲＣ・台中南屯ＲＣと４ＲＣ合同事業でした。新台北市立平渓中学校多機能教

室フロアーリフォーム計画で床材の張替え工事です。 

28 日桃園国際空港に雙渓ＲＣの皆様がお出迎えに来ていただき、空港内で記念撮

影をしてホテルまで送っていただき、その後夕食前にこれからの、ＷＣＳ予定を打

合せ・確認させていただきました。詳しい内容は橋本

国際奉仕世界社会奉仕委員長が報告されます。 

29 日は雙渓ＲＣの例会に出席してまいりました。例会

終了後バスで約 1 時間 30 分ほど乗り山岳の中の平渓

まで行き、平渓中学校での国際奉仕プロジェクト授与

式式典に参加しました。生徒達の太鼓演奏に始まり熱烈歓迎を受け、多機能教室２

部屋を視察しました。教室前には、４ＲＣ名記載の記念板が貼られており、除幕式

を行いました。平渓中学校の生徒の多くは両親のいない子供達ですが、笑顔が非常

に明るく輝いて印象的でした。 

台湾・日本の友情の架け橋に微力ながらお手伝いでき又４ＲＣの更なる友好が確認

された時間でもありました。 

記念式典終了後、十分での滝の見学をして夕食後熱気球の小型版と言いましょうか、

気球に各ＲＣのスローガンを墨で書き、気球の中の燃える物に点灯して夜空にあげ

ました。 

夜空に思い込めたメッセージが書かれた多くの気球があがる情景は非常に幻想的

で胸が熱くなる思いでした。雙渓ＲＣの心温まる歓迎に感謝申し上げます。 

余談ですが、台北への帰路は暖房の無いバスでの非常に寒い 1 時間 30 分でした。 

30 日無事に帰ってまいりました。ご報告おわり 

 上田 正義 会長会長の時間 



               小川 芳男 幹事 

 

＜理事会報告＞ 

【報告事項】 

  ・台湾国際奉仕プロジェクト、FVP 特別委員会について 

橋本委員長に報告して頂きました。 

【議  題】 

1.2014～2015 年度 理事・役員について          ・・・・・承認 

  2.社会奉仕委員会「歳末助け合い募金」について      ・・・・・承認 

    末広公園 ベンチ設置（地区補助金）          ・・・・・承認 

3.桐蔭高校ラグビー部・陸上競技部・女子サッカー 

吹奏楽部全国大会出場祝金について           ・・・・・承認 

4.交野ロータリー30 周年 12 月 14 日お祝い        ・・・・・承認 

5.春の家族会 台湾                   ・・・・・承認 

  4. 事務局年末年始休暇について（12/28～1/5）        ・・・・・承認 

 【協  議】 

  春のライラ（ホスト：大東中央 RC）について 

                     メンバー半数のお願いについて協議  

 

 

幹事報告 

● I.M.（インターシティミーティング）開催 ● 
 

ホ ス ト：寝屋川ロータリークラブ 

日   時：2014 年 1 月 25 日（土） 

登    録：AM13：00 （13：30 開会） 

場    所：アルカスホール （寝屋川市駅前） 

講演講師：平田 進也氏 

    「サービスのプロに学ぶ人の心の掴み方」 
 

多数のご参加よろしくお願い致します。 



 

◎ニコニコ箱           東野 喜次 委員長 
 
・誕生日 自祝 加藤 敏明 君 

・在籍 自祝   大川 真一郎君  樋口 秀和 君   鷺森  董 君 

     角井 吉彦 君  加藤 敏明 君   谷中 清孝 君 

   森山 信一 君  木田 眞敏 君   西條 義昭 君 

     中原  毅 君  藤本 和俊 君 上田 正義 君 

     髙島  登 君   堀部 邦夫 君  福富 經昌 君 

     小川 芳男 君  松原 清一 君 大東  弘 君 

        小林 誉典 君  大矢 克巳 君  橋本 正幸 君 

     田川 和見 君  杉原 巨峰 君  佐藤 多加志君 

     木村 克己 君  中野 秀一 君  東村 正剛 君 

     中嶋 啓文 君  空門 満也 君  間  紀夫 君 

     東野 喜次 君  德山 泰之 君  森岡 信晶 君 

・例会出席ありがとうございます     上田 正義 君 

・WCS 事業で台湾に行ってきました 会長、直前会長、 

国際委員長ありがとうございました ご苦労様でした  小川 芳男 君 

・IM ご案内 香里園ロータリークラブ     西邨 智雄 氏 

         泰江 征樹 氏 

・スワンシーRC 心温まる歓迎感謝致します  

池田さんおいしい食事ありがとうございました 感謝  藤本 和俊 君 

・台湾訪問大変お疲れ様でした     髙島  登 君 

・この度は市議会議員に当選しました    大矢 克巳 君 

・会長、幹事、藤本さん 台湾につき合って頂きありがとうございました 

         橋本 正幸 君 

・欠席 お詫び       田川 和見 君 

・池田先輩 有難うございました 感謝    佐藤 多加志君 

・新しくなったまんまやさんに行って来ました   木村 克己 君 

・ニコニコに感謝 大矢さんおめでとうございます  東野 喜次 君 

・祝大矢さん 東村さん週末ありがとうございました  森岡 信晶 君

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「ポール・ハリスの家」：1912 年、ハリスは

シカゴ郊外のロングウッドドライブの丘に新しい家を購入し、そこ

でロータリーの会合を開いたり、賓客をもてなしていました。2005

年ポール・アンド・ジーン・ハリス・ホーム財団が買い戻し、解体

を免れました。今、親睦と奉仕の精神で集うロータリアンのための

場所として、この家を後世に 引き継げるかどうかは我々にかかっ

ている。RI の Web site にアクセスして協力をお願い致します。 

☆11 月は家族月間：「家族とともに」です。親子、兄弟、夫婦、親族 3 人以上がロ

ータリアンという方々の紹介。2660 地区からは 2 家族が紹介されています。「ロー

タリー家族と一緒に」ではロータリー家族と一緒に奉仕活動を行うクラブ、親睦活

動を行うクラブ、親睦活動で絆を深めているクラブの紹介。 

☆公益財団法人 ロータリー日本財団 平成 24 年度事業報告 

☆第 12 回日韓親善会議の報告 

☆Rotary いま……：日本の会員数は？ 

☆よねやまだより…ありがとう、ロータリアン！⑱｢一期一会から広がる出会い｣

須坂 RC の米山学友・リトアニア出身のロヴェナ・カヴァラシエジュテさんのお話。 

☆心は共に：マッチンググラントによる「福島キッズ・キャンプ in 北海道 2013

夏」の記録報告。  

【縦組みページ】 

☆スピーチ：2710 地区・グループ 6・7IM 基調講演要旨(2013 年 3

月 9 日)： 

ヴァイオリニスト・作曲家の川井郁子氏の｢子どもたちの未来」の

講演の中で「日本におりますと、学びたいというより先に教えられ

たり、色々な機会を与えられますが、難民キャンプにいる子どもの

姿を見て、子どもの気持ちを高め、夢を自分自身の心で育ませるこ

とがまず大事ではないかと学びました。」と述べておられます。

UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）を通じての難民の子どもを支援する活動に

参加されておられます。日本の児童虐待についても述べておられます。 

☆わがまち……そしてロータリーは宮城県・名取市です。津波にのまれた閖上の復

興混沌な中「次の一歩へ」で名取 RC  の活動状況報告。 



☆友愛の広場：各 RC から種々報告されています。 

☆卓話の泉：‘調停制度とは’‘油とエネルギー’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、大阪心斎橋 RC，八尾東 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。  

 

 

 

 

 

 

◎国際奉仕委員会         橋本 正幸 委員長 

11 月 29 日の式典出席の為、会長、幹事、前会長と私とで 11 月 28 日から 30 日の

日程で台湾へ行ってまいりました。 

以下ご報告です。 

・次年度（2014-15 年度）台湾 シモン氏ガバナーにつき訪問する。 

予定 27 年 5 月頃 

姉妹クラブ 6 年後までを締結する 

※締結の条項で、新たに姉妹クラブを締結際は事前に通知することとされている

ことから通知する前に伝える。 

マレーシア BruneiRC を検討しています。決まれば通知しますのでよろしくお

願いします。 

 

 

◎社会奉仕委員会       松原 清一 委員長 

＜歳末助け合い運動の募金について＞ 

例年恒例となっております、歳末の助け合い運動の募金 2000 円/人 宜しくお願

い致します。 

12 月 10 日のクリスマス会で受け付けますので宜しくお願いします。当日欠席され

た方は次の例会でも受付いたしておりますので会員全員の募金宜しくお願い致し

ます。 



 

 

「大東ＲＣ創立４６周年に因んで」 

大川 真一郎 会員 

 

私は大東ＲＣに入会して４２年になりますが、その

間新ＲＣを二つ作る役割を担いました。１回目は１

９９６年大東中央ＲＣです。当時私は地区の親睦委

員長を務めていましたが、阪神淡路大震災が発生。

熊澤ガバナ－からチャリティコンサ－トをやって

欲しい。八百万円が必要。そこで関西フィルハーモ

ニー管弦楽団を使ってザ・シンフォニーホールで開催。お蔭様でチケット売り切れ。

寄付金九百万円を超えました。IM 八組の幹事クラブ（三組は守口ＲＣ）が百万円

ずつ受け取り、震災孤児を決めて１０年間その子供が大学卒業するまで、１０年間

毎年十万円ずつ渡すというプロジェクトに参加でき、ガバナ－事務所に収支報告に

行くと「ご苦労さん」の一言の後「大東ＲＣ３０周年を記念してアディショナル・

クラブを作ってくれんかね」と熊澤ガバナ－の出身、守口ＲＣより若いクラブなの

にアディショナル・クラブを作れと、よう云うわと思いましたが、１１月を過ぎて

いたのに、「締切は来年３月末や」の迫力に押されて、ガバナ－特別代表という名

称をもらうならと引き受けました。私は大学を出て、１２年間サラリ－マン生活を

し、鳥取にも３年間おりまして、余り地元にロ－タリ－に入るような企業は知りま

せんでした。そこで、行動力のある池田実氏にお願いして地区の拡大委員（後に拡

大委員長）になってもらって、二人で競争しながら、３月２１日に３４名（うち泡

沫会員４名）で初例会。１９９６年４月１６日に承認状伝達式を開催する事ができ

ました。今度の２回目は１年間の猶予がありました。 

 昨年の春頃、当社の事務所に大阪堂島ＲＣの中島武氏が訪ねて来られました。中

島さんは故三田真作さんらと地区のロ－タリアンを集めてザ・ベリ－グッドマンズ

楽団というジャズバンドを編成し、今年も３ＲＣで演奏するのですが、他地区の人

もおりましたので、「ロ－タリ－の友」という雑誌に会員募集をしたところ、応募

してきたのが中島武さんで、楽器はできないが歌が歌えるというので「ラブミーテ

ンダー」とか「ホワイトクリスマス」を歌い、司会役と幹事役を務めてもらってい

先週の卓話 



ます。その中島さんが「ご多分にもれず、当クラブも会員が激減しています。事務

所の経費が足りず、会場は全日空クラウンプラザホテル、豪華な食事もそのままに

して又又会費の値上げをしないと採算が合わない。すると又、会員は減少する。一

方ガバナ－事務所からは寄付の話ばかり。ロ－タリ－の原点に戻って一業種一人の

原則のもと、同じ買うならロ－タリアンからと公定ロ－タリアン価格で取引し、儲

かったらその分お蔭様でと献金する。昼食を済ませたティ－タイムに会合し、ロー

タリー本部への支出も含めて、１ヶ月１万円相当の費用で運営できる新しいロータ

リークラブを作りたい。ついては大川さんにご協力頂きたい」主旨には大賛成なの

で協力を約束し、地区の拡大委員を拝命しました。大阪ファンタジ－ＲＣと名づけ

ましたが、ファンタジ－に隠語があるとＲＩ本部からのクレ－ムがつき、大阪みお

つくしＲＣと名付けました。命名者は岡野ガバナ－特別代表。会場は大阪大学中之

島センタ－９階の交流サロン。第１回設立準備委員会が昨年１０月２４日８名、第

２回１１月６日８名。第３回１２月１０日、第４回今年の１月２４日１５名。第５

回２月１４日ガバナ－事務所に創立会員リストを提出し、３月７日第１回仮例会

（創立総会）を会員３３名(内、女性１７名)でもって加盟申請。４月１８日第１回

例会を開催。６月１７日加盟認証状伝達式を太閤園で開催、現在に至っています。 

 

 
12 月に入りクリスマス色、一色に街中も色どら

れてまいりました。今月の誕生花はそんなクリス

マスカラーでのアレンジをさせて頂きました。 
クリスマスとは・・・キリスト教で、イエスキ

リストの降誕祭。クリスマスカラー（色目）は、

レッド・グリーン・ホワイトです。レッドは、

愛と犠牲を意味し、グリーンは希望と信仰を、

ホワイトはキリスト教のシンボルカラーで純潔

を表します。 
また、この時期に欠かせないものに魔除けとし

て飾られるドアリースなどがあります。 
お誕生日おめでとうございます。 

12 月のお花 



 

 

ただ今から大東ロータリークラブ細則第 4条 1節の規定により、当クラブの年次総

会を開催いたします。 

 本日の総会は会員の 3分の 1の出席をもって定足数となっていますので、成立い

たしますことを先ず報告いたします。 

 この年次総会に於いて次年度の理事・役員を選挙することになっています。立候

補される会員はおられませんか。無いようでございますので、本日の理事会で推薦

されました２０１４～２０１５年度理事・役員の候補者のお名前を申し上げます。 

 

 役 員  会  長 ： 髙島  登 

   会長エレクト兼任副会長 ： 小川 芳男  

   直前会長 ： 上田 正義 

   幹  事 ： 松原 清一 

   会  計 ： 中嶋 啓文 

   S.A.A  ： 中野 秀一 

  

 理 事  職業奉仕委員長 ： 田川 和見 

   社会奉仕委員長 ： 大矢 克巳 

   国際奉仕委員長 ： 木村 克己 

   新世代奉仕委員長 ： 橋本 正幸 

 

ただ今から賛否をとらせていただきます。賛成の会員は拍手をお願いします。 

賛成多数と認め可決いたしました。有難うございました。 

以上をもって２０１３～２０１４年度の年次総会を閉会いたします。 

 

年次総会 



於：12 月 10 日 太閤園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 月 10 日分 「第 46 回クリスマス家族会」 
 

「メリークリスマス」皆さん今晩は、「第４６回クリスマス家族会」にご出席いただきま

して誠にありがとうございます。また日頃から、ロータリークラブ事業に多大なるご協

力・ご理解を賜っております奥様・ご家族の皆様にも多数ご参加頂きまして、大東ロータ

リークラブ全会員になり代わりまして御礼申し上げます。 

又、本日の「クリスマス家族会」を企画・運営にご尽力いただきました、中野親睦委員会委

員長をはじめ親睦委員会の会員の皆様誠にありがとうございました。感謝申し上げます。さ

て毎年この「クリスマス家族会」は楽しい企画・美味しいお料理で楽しい時間をみんなで過

ごし又、その年の色々な出来事を思い出し、嫌な事は忘れ新たな気持ちで新年を迎える忘年

会も兼ねているかと思いますので、おおいに食べて・飲んで楽しんで親睦を深めてください。  

今年で４６回目の「クリスマス家族会」になりますが、私事ですが、今回で１８回目になりま

す。大東ロータリークラブ「クリスマス家族会」の歴史からみて半分にもなりませんが、今こ

の場に立たせていただいて、入会から今まで色々な「クリスマス家族会」が走馬灯ように思い

出させられます。そしてその年としの出来事も一緒に浮かんでまいります。元気で毎年参加出

来る事に、又大東ロータリークラブの一員におられる事に感謝しております。これからもロー

タリークラブの為、社会の為「今を生きる、そして未来につなげる」今年のテーマのように頑

張りますのでよろしくご指導お願いします。話しは変わりますが、今年のメインエベントは「マ

ジックショー」との事ですので楽しみにしてください。美味しい料理を前にしてあまり長い話

しをしますと、マジックでこの舞台から消されてしまいそうですが、まだ後半年残っておりま

すので皆様方の友愛のお気持ちで消さないようにお願いします。 後になりますが、来年も厳

しい又変動の年になるかと思いますが、皆様方のご健勝・ご多幸を心よりお祈りいたしまして、

会長のご挨拶にさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。 

会長の時間 



 



 


