
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今週の卓話  （1月 7日）  

次週の予定  （1月 21日） 

ロータリーソング 

「 大東ロータリーソング 」「 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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平成 26 年 1 月 7 日   No.2233  H25.12.24 (No.2232 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 24日分） 

会員数 43名 出席数 35名 欠席者 3名 

特定免除 5 名 その他免除 0名 

出席率 92.11％ 

 

前々回 12月 10日分 

ホームクラブの出席者 32 名  91.43％ 

メークアップの結果 35名 

特定免除  8名  その他免除  0名 

欠席者 0名  修正出席率 100.00％ 

 

 

 

今月のテーマ 

「ロータリー理解推進月間」 

    裏面に記載 

 

「 ロータリー理解月間に因んで 」 
 髙島  登 ロータリー情報委員長 

  
 
 

「 年男卓話 」 
 堀部会員・福富会員・中野会員 

  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
皆さん例会出席ありがとうございます。 

今年最後の例会になります。残すところ後一週間に

なりました。来年は馬年です。 

今年は色々大変な事が沢山ありました。ご記憶も新

しいですが、年明けから大雪で始まり、東京都心で

も降雪で交通機関に多大なる影響を及ぼし、東北で

は４ｍ以上の降雪がありました。又今年の夏は猛暑でありました。四国の四万十市

では４１度と最高温度を記録しました。台風も沢山発生し、日本各地に大きな被害

をもたらしました。近畿地方でも京都嵐山や福知山など多数の地域が水に浸かり大

きな被害な発生しました。10 月 16 日には伊豆大島で土石流災害により 35 人の尊

い人命が失われました。又今年は、秋が短く、すぐに冬が来たような感じです。寒

さが厳しく各地で降雪が見られます。 

世界的に異常気象になっております。国内の出来事では、消費税 8％への引き上げ、

TPP 交渉の参加表明、参議院選挙での自民・公明過半数獲得による国会のねじれ

解消、秘密保護法案の可決など政治が大きく動いた年でもありました。 

嬉しいニュースも色々ありました。2020 年夏東京オリンピックの開催が決定され、

景気の上向きに影響が大きいかと思います。改めて世界に日本をアピールするチャ

ンスでもあります。今年はじめて外国人の観光客が 1000 万人突破しました。非常

に嬉しい現象であります。６月には富士山が世界文化遺産に登録されました。永年

の願いが叶えられ日本一の山が世界の山になりました。東北地方に勇気と感動を与

える貢献をはたした、東北楽天イーグルスのはじめてのプロ野球日本一には感動し

ました。東北の人々が 3・11 大震災の被害を乗り超える勇気と夢を与える、チー

ム一丸で勝ち取った素晴らしい出来事でした。 

残念な事は、世界では至る処で戦争や紛争が起こっております。一番の犠牲者はその国

の平凡な国民であり子供達です。ニュースを見る度に悲惨な状況に心が痛みます。 

 上田 正義 会長 
 
 
 
 

会長の時間 



我が国も中国・韓国と領土問題で関係がギクシャクしていますが、近隣の国であります

ので、紛争の力を東アジア発展の為に変える事ができればより良い国民の為になるかと

思います。その他では、ホテルなど食材偽装発覚が至る処で分かり残念でありました。 

人生において正直にこつこつと真面に歩んで行けば最後に小さいながらも花は咲

くかと思います。 

最後になりましたが来年が、今年より更なる皆様方に良い年であります様にご祈願

を致しましては終わります。本当に今年一年お世話になりました。 

誠にありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
                       小川 芳男 幹事 

 
     
今月理事会にて田中 祥介会員の退会届が提出され承認されております。12 月一杯

での退会という事をご報告させて頂きます。 

 

 

幹事報告 

 
２０１３～２０１４年度 

●第５回クラブ協議会のお知らせ● 
 
第５回クラブ協議会を下記の通り開催いたします。 
次年度の理事・役員・委員会委員長の皆様はご出席下さいます様、お願い申

し上げます。 
日  時 ２０１４年１月２１日（火） 例会後～ 
場  所 市民会館 ４階 大会議室（例会場） 

＊ご都合の悪い方は、副委員長の出席をお願い致します。 



 

◎ニコニコ箱           東野 喜次 委員長 
 
・例会出席ありがとうございます 感謝    上田 正義 君 

・クリスマス会写真ありがとうございました  

半年間ありがとうございました 来年もよろしくお願い致します 感謝  

小川 芳男 君 

・在籍 自祝       田中 祥介 君 

・在籍 自祝       清水  修 君 

・福富先生 堀部先生 孫のことについて大変お世話になり有難うございました 

         角井 吉彦 君 

・半年間お疲れ様でした 来年も宜しくお願いいたします 髙島  登 君 

・東野さん大変お世話になりました 感謝   木村 克己 君 

・東野さんありがとうございました    中野 秀一 君 

・メリークリスマス！ 谷中さん 藤本さん 髙島さん  

佐藤さん 木村さん有難うございました   東村 正剛 君 

・中嶋さん 木村さん 中野さん 佐藤さん 雨の中ありがとうございました  

皆様ニコニコ半年間ありがとうございました   東野 喜次 君 

・先週は忘れ物申し訳ありませんでした  

中野さん親睦のみなさん大変ご迷惑をおかけしました  森岡 信晶 君 

・佐藤さん 木村さん 東村さんすてきな夜をありがとうございました  

山田  伸 君 

・クリスマス家族会欠席 お詫び        鷺森  董 君     

・クリスマス家族会欠席 お詫び    加藤 敏明 君  森山 信一 君 

・クリスマス家族会欠席 お詫び           西條 義昭 君    木田 眞敏 君 

委員会報告 



 
 
 

「 前 期 を 省 み て 」 
 
 

◆会 長           上田 正義 会長 

13 年 7 月１日から新年度が始まり早 6 ヶ月が経ち

ました。緊張と期待・責任感そして会長職の重圧

感が入り乱れての船出でした。まだ後 6 ヶ月任期

が残っております。今でも、色々なプレッシャー

がありますが多分来年の 7 月には解放されるかと

思います。 

後、半年悔いのないクラブ運営を行いたいと思います。ご協力お願いします。 

前期を省みて、各委員会において事業が７月より始まり、米山奨学生学友会総会を

皮切りに、四條畷管内中学剣道大会・IM３組幹事会・８月にはインタアクト海外

研修会・地区ロータリー財団セミナー・クラブ奉仕・ロータリー情報・情報集会・

９月にはロータリー旗争奪野球大会・新世代奉仕情報集会・交通安全キャンペン・

第１回ゴルフコンペ・大東市市民まつり参加・10 月には秋の家族会・職業奉仕情

報集会・ガバナー補佐を交えてのクラブ協議会・11 月には米山奨学生スピーチコ

ンテスト・ガバナー公式訪問・第２回ゴルフコンペ・夜間例会と社会奉仕情報集会・

大東市小学生・中学生弁論大会・インタアクト年次大会・台湾雙渓ロータリークラ

ブとＷＣＳでの台湾訪問・12 月には年次大会・クリスマス家族会・交野ロータリ

ークラブ 30 周年記念式典参加など事業が無事におわりました。これらの事業推進

は、各担当委員長並びに会員の皆様方の多大なるご尽力の賜物であります。この場

をおかりして御礼申し上げます。まだ現在進行中の委員会事業もありますし、又、

来期に向けてのＦＶＰ特別委員会も進行中ですので、引き続き会員諸兄のご協力お

願いします。 

懸案事項であります会員増強ですが、目標２名ですが９月に山田会員が入会され、

後１名まだ未加入ですので、会員の皆様方のご協力よろしくお願い致します。 

毎回の例会での各担当会員の皆様方にも大変お世話になりまして誠にありがとうご

先週の卓話 



ざいます。理事・役員の皆様方にも大変ご協力・ご指導を賜り熱く御礼申し上げます。 

影から支えていただき、大きな力になっております、小川幹事・村本事務局員のお

二人に、感謝申し上げます。 

最後になりますが、後、半期残っておりますので引き続き、皆様方のご指導・ご鞭

撻・ご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

 

◆クラブ奉仕委員会      髙島  登 委員長 

平素は、当大東ロータリークラブ運営に多大なるご

協力を頂きまして誠に有難うございます。 

本年度は７月のインターアクト例会、剣道大会に始

まり、１２月のクリスマス家族会迄各委員会におか

れましては、大変ご苦労頂き素晴らしい実績を残し

て頂きました事を感謝申し上げますと共に、あと半

年間まだまだ多数の事業がございますので、宜しくご協力をお願い致します。 

 

 

◆職業奉仕委員会         田川 和見 副委員長 

佐藤職業奉仕委員会委員長より代理を仰せつかりま

した。代理で読み上げさせて頂きます。 
 
10 月例会卓話として、「職業奉仕とは？」をテーマ

に、職業倫理と実践を探求し発表させて頂きました。

この卓話題材を作成して行く過程で、私自身が大変

多くの事を学ばせて頂きました。 

来年、4 月には例会は通常通り行い別途日程で親睦活動委員会のお力をお借りし、

「グローバル観点から職業倫理を学ぶ」と題して近年の国内経済は少子化が進む中、

国内需要での生産繁栄は望めず海外での生産成長なくしては日本の経済成長は無

得ないと思います。コンプライアンスに関しても、グローバルな観点から我々が学

んでいる事が世界に通用するのか？と考えます。そこで、日本とほぼ共通した経済

環境国である台湾で国際職業倫理を学び各メンバー企業発展の一助となる事を目

的とし家族会を「台湾視察研修家族会」として開催を予定しています。 



◆社会奉仕委員会       松原 清一 委員長 

前回例会時に大矢社会奉仕副委員長よりご報告いただ

きました、末広公園ベンチ贈呈式が延期になりました

事ここで再度お詫び申し上げます。１月 17 日午後 4 時

ということで話がすすんでおります。年明けにあらた

めてご報告させていただきます。 

年間の社会奉仕委員会の活動としましては、ベンチの

贈呈以外はほぼ終わっております。 

内容としましては、共同募金への参加は皆様からの会費より納めさせて頂きました。

大東市立療育センターへの年 4 回の慰問品贈呈は夏祭りと運動会、クリスマス会と

3 回させていただいております。そして、クリスマス家族会の際には会員皆様のご

協力いただきました歳末助け合い募金は集計が終わりしだい市の社会奉仕協議会

の方へ持参したいと思っております。秋の全国交通安全運動早朝街頭キャンペーン

への参加、大東市民まつりの実行委員としての参加（薬物乱用キャンペーン配布物

の配布）、地区補助金を利用しての事業としまして延期になりました、末広公園憩

いの場にベンチを贈呈が来年 1 月の予定です。 

来年もどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

◆新世代奉仕委員会       田川 和見 委員長 

新世代は前半でほとんどの事業が終わります。 

まず、第 29 回剣道大会が７月 23 日に行われました。

結果は男子団体四條畷中学校、女子団体深野中学校で

した。大会の準備には親睦メンバーをはじめたくさん

の会員の皆様に手伝って頂き有難うございました。 

次は 9 月 1 日予戦、9 月 16 日決勝戦、第 34 大東ロータリー旗争奪少年野球大会

が行われました。結果はオール住道が優勝しました。 

11 月 15 日、第 8 回大東小中学生弁論大会がテーマは「心をことばに～伝えたい気

持ち」で行われました。6 年生と中学生、計 10 名による弁論と５年生 12 名の 1

分間スピーチはとてもすばらしく、皆さん心に響いたかなと思います。 



9 月 3 日「秀」に於いて新世代奉仕委員会の情報集会では、たくさんの会員の皆さ

んに参加頂き、継続事業のありかた今後どうすればいいのかと約 1 時間の話し合い、

その後の親睦会とありがとうございました。 

後期は次年度の剣道大会のための体育館を押さえることがありますが、それでほぼ

終わるかと思います。皆さんのご協力ありがとうございました。 

 

 

◆国際奉仕委員会        橋本 正幸 委員長 

９月の理事会において、地区補助金の勉強とクラブ

の方針を決めるためＦＶＰ特別委員会を立ち上げ

ることが承認されました。 

ロータリー財団の補助金は、 

第 2660 地区の地区補助金  

短期で小規模で次年度事業 

 社会奉仕 ２０～６０万円 

 国際奉仕 ２０～１００万円の補助金で、クラブから同額を拠出する。 

 奉仕全体予算は、社会奉仕４０～１２０万円 

         国際奉仕４０～２００万円となります。 

 クラブから同額を拠出するとされていますが、年次寄付金一人１５０$とされて

おり、クラブで１５０$を達成していないと補助金を減額されるルールになってい

ます。大東ＲＣ年次寄付金は一人１３６．７８$ですので９０％支給され１０％減

額されることとなります。 
 
グローバル補助金 長期的で持続性のある成果に的を絞り、ロータリアンによる

参加などの条件があります。また、実施国にロータリーがあること。３００万円以

上の事業であること。地区財団活動資金（ＤＤＦ）３００万円の事業に対して７５

万円の持ち出しが必要。 

申請は、年度を通じて随時受け付けられています。 
 
 
パッケージ・グラウンド 財団が協力組織と提携して長期的で大規模なプロジェ

クトを立案し、実施するものです。 



 ９月３日第一回特別委員会を開催し、補助金の内容について勉強を行い、クラブ

が支援する件について話し合いましました。また、特別委員会の位置付けを、議論

した内容について理事会に諮ることとしました。 

支援する内容については、米山奨学生のリエ氏のネパールの学校へ支援を行うこと

とし、井戸の設置事業を検討することとしました。補助金の種類は、地区補助金か

グローバル補助金かについて具体的に支援内容の検討を行い、いずれかの補助金申

請を行うこととしました。 
 
大矢会員と田川会員の計らいにより、９月１０日に井戸の掘削費用などについてカ

トマンズ西ＲＣのウダヤ氏に、奨学生リエ氏にはネパールの学校事情について伺い

ました。 

井戸の掘削より、水道水に浄水器を設置するのが多くの人たちを助けられるのでは

との事でした。費用については、１台当たり１０万円程度です。 

 水の問題は国民が望んでいることです。学校への支援も必要だと思います。 
 
１０月２２日第二回特別委員会を開催 

１．ネパールの学校への助成については、奨学生リエ氏のお母様と叔母様がボラ

ンティアをされている学校へ補助金を提案している件について、委員長が現地

調査を行い検討する。水と浄水器、図書室、トイレなど 

 なお、ウダヤ氏の件については、今回は見送ることとする。 

２．小林会員からの「アイキャンプ」の支援の申し出については、他のクラブと

競合することから見送ることとしました。 

３．クラブからの拠出金額は、会員の負担とならないように配慮し、下見を行い

補助金の内容を検討する。 

４．台湾への旧ＷＣＳについては、贈呈式が１１月２９日（金）午後１時３０分

に行われることから、会員に参加者を募り参加する。 
 
１１月１２日第三回特別委員会 

 ネパール支援の視察については、１月中旬に行くこととする。その際に、概ね５０

万円程度の事業で、あらかじめ検討してもらうこととし、その内容を視察の上クラ

ブ内で検討の上決定することとしました。 

 



１１月２８日、２９日、３０日に、会長と幹事、前会長、国際奉仕委員長の四人で

台湾ＲＣと交流のため、国際奉仕プロジェクト贈呈式に参加しました。その際に次

年度以降の日程について調整を行いました。 

  次年度 14-15 年度  台湾 シモン氏（楊）ガバナーにつき訪問 

               27 年 5 月頃 

                 姉妹クラブ６年後までを締結する 

  次々年度 15-16 年度  台湾 台湾２５周年 28 年 3 月頃予定 

       16-17    大東 

       17-18    大東 大東５０周年 

ロータリー国際奉仕 国際奉仕基金を使用する「国際奉仕プロジェクト（ＷＣＳ）」 
 
１２月３日第四回特別委員会 

  １．下見について 

５０万円の事業内容については、ボランティアをされている方に尋ねても

らっています。 

  ２．日程等について 

大矢会員によると現地案内はウダヤ氏にしていただくことになるようです

が、リエ氏の関係者にお願いをした方がいいのではないか。 

以上２点については、クリスマス会時にリエ氏から回答を頂ける。 

 

１２月１０日 クリスマス会においてリエ氏の回答 

視察に行って支援内容と金額について話をしていただくと理解していたことか

ら、今年中に具体的支援内容と金額を数パターン提示する。 

日程については、地区補助金の申請が来年２月中に申請をする必要があると思っ

ていましたが、４月１日から５月３１日までに小委員会に提出するとされているこ

とから、２月中旬に視察に行くこととし調整を行っています。 

 

 



◆幹 事         小川 芳男 幹事 

７月に 2013～2014 年度がスタートし、はや、半年が経ちました。各委員会が、各

事業を積極的に展開して頂きました。委員長・委員の皆様に、心より感謝申し上げ

ます。 

幹事として力不足を十分に承知の上でＲＯＳＴＥＲの順番という事で、お声を頂き 

怖いもの知らずの若者のように何も考えずに受けさせて頂きました。ただ、年度が

スタートするに当たり、あとは、上田会長をはじめ理事・役員・委員長・メンバー

の皆様のご協力・ご助言を得て精一杯の努力しかないと考え、頑張って参りました。 

３組の幹事会におきまして、またガバナー・ガバナー補佐の公式訪問におきまして 

大東ＲＣの事業報告をまた出席率の報告をさせて頂きますにあたって他クラブ幹

事からの感嘆の声を聞かせて頂きました。またガバナー・ガバナー補佐からは、大

東ＲＣは、模範となるクラブである。との言葉も頂きました。大東ＲＣがＲＣの中

でも特別な存在であることをツクヅク感じた次第であります。先輩諸兄から引き継

いだこの伝統あるクラブをしっかり運営していかなければならないと思っており

ます。 

この大東ＲＣをさらに輝かしいクラブにする為には、優秀な新入会員をご紹介頂き、

入会して頂く事が、最も重要であることは言うまでもありません。 

高島クラブ奉仕委員長・角井会員増強委員長とも緊密に連携を取りまして後半６か

月を会員増強に向けてのターニングポイントになるよう協議を重ねてまいりたい

と考えております。 

メンバーの皆様には、この件に関しましても、何かと無理なお願いをする事に成ろ

うかと思いますが、ぜひともご助力を頂けますようよろしくお願い申し上げます。 

残り半年大きな事業が、いくつも残っております。皆様のご協力を頂いて頑張って

参りたいと思っております。よろしくお願い申し上げます。 



グローバル補助金奨学生宮尾 真梨子さんより、年末のご挨拶および近況報告が届

いておりますので載せさせて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
大東ロータリークラブ 御中 
 
大変ご無沙汰しております。皆様いかがおすごしでしょうか。 
 
穏やかな気候のカリフォルニアのイメージですが、こちらも朝晩は幾分と冷え

こむようになってきました。こちらで迎える初めてのクリスマスも、こちらの

友人たちと過ごし、充実したものとなりました。 
 
また先日、無事最初のセメスターを終えることができました。 
なかなかハードな期間でしたが、ロータリークラブの方をはじめ、たくさんの

方に支えられセメスターを終えることができました。 
この一年は、私にとって大きな転機となる一年でした。 
私の夢でもあった留学をかなえるチャンスをくださったロータリーの方々に

心より感謝しております。 
 
来年は卒業をはじめ、インターン、就職など、新たな分野にチャレンジする機

会がたくさんあります。この機会を最大限、有意義なものにできるよう私も一

生懸命に取り組みたいと思います。 
 
ご迷惑をおかけすることもあると思いますが、今後ともどうぞよろしくお願い

いたします。 
 
よいお年をお迎えください。    
 
 

 
地区補助金事業 
（末広公園に憩いの場のベンチを設置  市への寄贈式） 

2014年 1月 17日   16時開始    

※多数の参加よろしくお願いします。 

社会奉仕委員会   松原清一 
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