
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （1 月 28 日）

次週の予定  （2 月 4 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 26 年 1 月 28 日   No.2235 H26.1.21 (No.2234 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（1月 21 日分） 

会員数 42名 出席数 33名 欠席者 4名

特定免除 5 名 その他免除 0名 

出席率 89.19％ 

 

前々回 12月 24日分 

ホームクラブの出席者 35名  92.11％ 

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   米山奨学生 シュレスタ リエさん

今月のテーマ 

「ロータリー理解推進月間」 

    裏面に記載 

「  世界理解月間に因んで 」 

  橋本 正幸 国際奉仕委員長

「 ほけん今昔話 」 

 德山 泰之 会員



 
 

皆さん例会出席ありがとうございます。 

先週例会お休みでしたので、１週間空きますと次の

例会までが長く感じられ、改めてロータリーが生活

の一部になっている事に気付かされます。このよう

に前に立って皆様方のお顔を拝見しますと、我が家

に帰って来た様な安堵感が湧いてきます。 

今年は景気が上向きになりつつあると言われていますが、まだまだ我々末端には実

感がありません。４月には消費税が８％になります。現在駆け込み需要で各業種大

変忙しいですが４月以降の反動が気にかかります。昨年はアベノミックス効果によ

り円安が進み自動車産業をはじめとする輸出関連企業の業績回復が顕著となり、又

2020 年に東京でオリンピック開催が決定するなど、景気の先行きに明るさが見え

始めた年でありました。今年は日本経済の底力が試される年になるのではないかと

考えています。 

話しは変わりますが、景気にあやかろうと思い、10 日に今宮戎にお参りに行って

まいりました。相変わらず大変な参拝者でもみくちゃになりながら、皆さん少しで

もご利益頂こうと参拝せれておられる姿に、大阪人のバイタリテイーを見ました。

好みの福娘をさがし笹に吉兆を付けてもらい、調子にのり言われるままに吉兆を付

けてもらったところ、後で値段を聞くと高額でまたびっくり、今年も女性に弱いな

と落ち込みながら帰宅しました。ちなみに「えべっさん」とは「神様」のことを「神

さん」と呼ぶ、関西人特有の馴れ馴れしい表現で、全国的には「えびす様」または

「恵比寿神」と呼ばれている七福神の一人です。もともとは持ち物の釣り竿と鯛か

らも分かるように海の神様ですが、後に農業や商業の神様としても信仰されるよう

になりました。「イザナギノミコト」と「イザナミノミコト」の息子とされ、七福

神の中では、唯一国産の神様とされています。恵比寿神様はあの福久しい顔に似合

わず苦労人であり、３歳まで足が立たずそれを理由に船に乗せて

捨てられ（漂着先が神戸の西宮）またあの福耳にもかかわらず耳

が悪いとされております。また国家の保護を受けていない格の低

い神とされていますが、そこが逆に判官びいきの関西にうけてい

る理由であり、また関東ではうけなかった理由かもしれません。

 上田 正義 会長会長の時間 



 
第４回米山功労者 大西 寛治 会員 第４回米山功労者 西條 義昭 会員 

第３回米山功労者 福富 經昌 会員 第１回米山功労者 杉原 巨峰 会員 

第１回米山功労者 佐藤 多加志会員 第１回米山功労者 木村 克己 会員 

第１回米山功労者 中野 秀一 会員  

 

 

 

 

 

 

ちなみに関東ではおなじ商売繁盛の祭りとしては酉の市があり、これは国家的英雄

とされる「ヤマトタケルノミコト」を祭っています。 

最後になりますが、さる 17 日寒い中、末広公園に地区補助金事業の憩いの場ベン

チ設置、大東市への寄贈式に会員の皆様出席していただきまして誠にありがとうご

ざいました。感謝申し上げます。これで会長の時間をおわります。 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２０１３～２０１４年度 
 

●第５回クラブ協議会開催● 
 

１月２１日（火）例会後、第５回クラブ協議会が開催されました。 

次回は、（新旧合同クラブ協議会）５月１３（火）例会後を予定しております。 

 

米山特別寄付感謝状贈呈者 



 

◎ニコニコ箱           東野 喜次 委員長 

・入会記念日 自祝          谷中 清孝 君   加藤 敏明 君 

・入会記念日 自祝          髙島  登 君   福富 經昌 君 

・入会記念日 自祝          小川 芳男 君   松原 清一 君 

・入会記念日 自祝          小林 誉典 君   大矢 克巳 君 

・入会記念日 自祝                    東村 正剛 君 

・誕生日 自祝  在籍 自祝   奥田 保幸 君 

・例会出席ありがとうございます 感謝 上田 正義 君 

・海外旅行 会社増改築、例会長期欠席お詫び、海外合併事業  

等々日々多忙 感謝 奥田 保幸 君 

・本日の卓話 宜しくお願いします 髙島  登 君 

・会長に感謝 大矢 克巳 君 

・親睦会、会長お世話になりありがとうございました 感謝 杉原 巨峰 君 

・宝塚 100 周年行ってきました 感謝 佐藤 多加志君 

・靖国神社に参拝して来ました 感謝 木村 克己 君 

・谷中先輩、髙島先輩ご指導ありがとうございました 佐藤先輩、北加賀屋ありが

とうございました 上田会長大変お世話になりました 感謝 中野 秀一 君 

・親睦活動委員会、親睦会ナイト 上田会長お世話になりました  

又、中嶋 SAA 住道ナイト有難うございました 感謝 東村 正剛 君 

・上田会長ありがとうございました  

親睦委員会の皆さんご苦労様でした 中嶋 啓文 君 

・上田会長おいしい料理ごちそう様でした お腹いっぱいいただきました 感謝

 空門 満也 君 

・会長、奥様 ありがとうございました 感謝 間  紀夫 君 

・皆様のニコニコに感謝 東野 喜次 君 

・上田会長ありがとうございました   森岡 信晶 君 

委員会報告 

 
２０１３～２０１４年度 

 

国際奉仕・親睦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 ２０１４年２月４日（火） １８：００～ 

場  所 まんま家  

会  費  ５,０００円  
 



◎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米山奨学生、シュレスタ リエさんが例会を訪問され、日本

とネパールのお正月の違いなども含め、近況報告をされました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎広報委員会     空門 満也 委員長 

1月 18日に大阪科学技術センターにて第 2660地区の第 2回クラブ広報委員長会議

が行われ、副委員長の森岡君と行ってきました。 

今年の広報活動について、そしてロータリーの友のアンケートの結果報告及び第 2660

地区会員限定の SNS の立ち上げの説明を受けてきました。 

また、大阪そねざき RC の新聞記事の広報の成功事例の発表と奉仕活動の広報のデ

ィスカッションをしてきました。資料を回したいと思います。 

 

 

◎ゴルフ同好会  大矢 克巳 キャプテン 

第 3 回、4 回のコンペのご案内をさせていただきます。 

＜第 3 回＞ 

日にち：3 月 19 日（水） 

場 所：泉ヶ丘カントリークラブ 

＜第 4 回＞ 

日にち：4 月 16 日（水）    

場 所：阪奈カントリークラブ 

※4 月 16 日は 3RC 合同例会ですが、前にもしておりましたが合同ゴルフコンペ

とは別に大東 RC としてのコンペも一緒に合わせてしたいと思っております。 

 



 

「 趣味について 」 
 

        髙島  登 会員 
 

大東ロータリークラブには大変ハイレベルな趣味をお持

ちのメンバーが多数おられます。 

音楽家、競走馬を何頭も走らせる馬主、剣道やラグビー

の指導者、つり、ゴルフ、マリンスポーツ、ウィンター

スポーツ、どの方もとても趣味の範囲を超えています。

「趣味」の意味を調べてみますと、「人間が自由時間に、好んで習慣的に繰り返し

おこなう行為、事柄やその対象のこと」とあります。 

それでは、これを越えている人の事を何と呼ぶか考えてみますと「アマチュア」と

言う言葉が有ります。「プロに匹敵する知識や技術を持っているが、職業として行

うための資格を持っていないか、持っていてもそれを職業としていない人物」この

表現が正しいように思いますが、日本語に訳すと素人になってしまいます。何と表

現するかは人それぞれかもしれません。 

近代スポーツの多くが 19 世紀に裕福な上流階級によって誕生したと言われていま

す。「よく学びよく遊べ」は 21 世紀になっても変わることはないでしょう。 

私もこれから皆様に負けないように「よく学びよく遊べ」を実践して行きたいと思

います。卓話ご清聴ありがとうございました。 

 

先週の卓話 

 
デンドロビウム、デンドロビュームは、ラン科セッコク属

の学名カナ読み。東南アジアを中心に世界各地に観賞用と

して広く分布している。原種が 1000 以上あると言われ株

の形態も育て方も異なるものが多い。 
(学 名)  Dendrobium 

(性 質) 多年草、着生蘭、非耐寒性 
(花言葉)  わがままな美人、天性の華を持つ 
 
【デンドロビウム栽培のワンポイント】 

◇ 寒波などで朝冷えそうな時は、新聞紙でくるむなどして

保温。  

◇ 水やりは表面が乾いてから与えます 。 

※与え過ぎは根腐れの原因になるので注意。 

◇ 暖房などで乾燥する場合、霧吹きなどで湿度を与える。

◇ 開花後の茎は春の新芽の水分や養分になるので、切り取

らない。 

※２年ぐらいしてしおれてきたら切り取る。

●デンドロビウムとは● 


