
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （2 月 4 日）

次週の予定  （2 月 18 日） ロータリーソング 

「 それでこそロータリー 」「 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？ 

DAITO 
ROTARY 
CLUB WEEKLY BULLETIN 

OSAKA   JAPAN 
 

ニコニコ箱 

平成 26 年 2 月 4 日   No.2236 H26.1.28 (No.2235 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 28 日分） 

会員数 42名 出席数 36名 欠席者 2名

特定免除 4 名 その他免除 0名 

出席率 94.74％ 

 

前々回 1月 7日分 

ホームクラブの出席者 37名  97.37％ 

メークアップの結果 38名 

特定免除  4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 

「世界理解推進月間」 

「 当日発表 」 

  大矢 克巳 会員

「 世界理解月間に因んで 」 

  橋本 正幸 国際奉仕委員長

    裏面に記載 



 
 

皆さんこんにちは。例会出席ありがとうございます。 

１月 25 日、午前中に大阪桐蔭高等学校 第 26 回 

（29期生）卒業証書授与式に出席してまいりました。

卒業式は入学式と違い、各自それぞれが別々の新た

な世界に飛び立つ瞬間であり、別れの寂しさ・新生

活への期待と不安が入りまみれ、静けさの中に、神聖な空気を感じました。これか

らの日本を背負っていく若者達の未来に期待と幸せを念じております。国歌斉唱か

ら始まり仰げば尊し斉唱・蛍の光に終わる従来の卒業式に感動しました。答辞では、

生徒と先生又学校との強い絆を感じ思わず涙を流し、素晴らしい卒業式でした。 

同じ２５日午後より香里園ロータリークラブ主催で開催されました、国際ロータリー

第 2660 地区第 3 組 IM「インターシティーミーティング」に多数の会員のご出席頂

きまして誠にありがとうございました。お礼を申し上げます。受付担当の村本さんご

苦労様でした。IM は講演方式で行われ大変楽しい講演を聞かさせていただきました。

演題の「サービスのプロに学ぶ人の心の掴みかた」～すべての行動はお客様の「笑顔」

のために～ この副題の「すべての行動は社会のために、人々の幸せのために、世界

の未来のために、仲間・家族のために」まさしくロータリー精神です。 

人其々の行動パフォーマンスに違いがありますが、結果も大事ですが其れよりは行動

に移るきっかけ、途中の過程が重要であって結果は後からついてくるものです。まず

アクションそして、ロータリーを体験しそれを学び喜び・感激・達成感を味わいささ

やかで小さな行動が、さらに大きな行動に繋がっていくかと思います。 

論語に「子日わく、仁に里るを美と為す。撰びて仁におらずんば、いずくんぞ知な

るを得ん」誰でも優しい気持ちは持っています。人に優しくされたら嬉しいし、困

っている人を見たら自然に助けたいという気持ちが湧いてくる。その時大切なのは、

その思いを行動に移せるかどうかです。優しくされたら率直に感謝の気持ちを表現

し、困っている人にさっと手を貸してあげられる人になりましょう。ただ単に言葉

を知っているというだけでは意味がありません。思いを行動に移すのは確かに難し

い部分もありますが、それを実践することで初めて人としての成長があること、

「知恵のある立派な人」とはそういう人であること、孔子は述べています。 

行動を起こすのは「今でしょう」。 

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 



 

◎ニコニコ箱委員会                    東野 喜次 委員長 
 

・結婚記念日 自祝           大西 寛治 君 

・例会出席ありがとうございます 感謝        上田 正義 君 

・IM 出席ありがとうございました        小川 芳男 君 

・1 月 26 日中京競馬場にてピンクピアリス号が優勝しました 自祝 

池田  實 君 

・土曜日はすみませんでした            髙島  登 君 

・松原委員長、IM 大変お世話になりました 感謝      木村 克己 君 

・藤本先輩お世話になりました                  

・池田先輩“ピンク”おめでとうございます          佐藤 多加志君 

・森山会員ありがとうございました 感謝          中野 秀一 君 

・インターシティミーティングカリスマ添乗員平田進也様の 

講演良かったです 感謝           空門 満也 君 

・皆様のニコニコに感謝             東野 喜次 君 

 

 

委員会報告 

 
藤本会員 PHF+2 上田会員 PHF+2 髙島会員 PHF+2 

小林会員 PHF+1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-2014 ロータリー財団特別寄付 認証メダル授与 



公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より、当クラブ宛に感謝状が届いており

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●国際ロータリー第 2660 地区 2013-2014 年度 地区大会 ご案内● 

 

【地区大会第１日  2014 年 2 月 21 日(金)】 

14：00～14：52  開会式    大阪国際会議場 5 階 メインホール 

15：10～17：00  合同研修会  大阪国際会議場  5 階 メインホール 
 

第一部 「ロータリアンの奉仕とは何か」  

 ロータリー・コーディネーター 第三ゾーン 

 パストガバナー  井上 暎夫 氏 

         第二部  「奉仕の現場からの報告」 

① カンボジアでの奉仕 

 認定 NPO 法人ｻｲﾄ･ﾊﾞｲ･ｻｲﾄﾞ･ 

                ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ 事務局長補佐 

                元国際親善奨学生 西口 三千恵 氏 

 

②  被災地支援 

                宮城県石巻市保健師 

                元国際親善奨学生 倉内 菜穂子 氏 

15：30～17：00  家族の集い 

18：00～20：30 RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 

 

【地区大会第２日  2014 年 2 月 22 日(土)】  

13：00～17：30  本会議 特別講演 大阪国際会議場 5階 メインホール 

「日本の進路と誇りある国づくり」 

国家基本問題研究所 理事長 

   講師：ジャーナリスト 櫻井 よしこ 氏 



 

 

 

「 ほけん今昔話 」 
    

        德山 泰之 会員 
 

私が保険の仕事に携わってから３０年近くになります。

昭和の当時は今と違ってのんびりしていました。しか

し、活気に満ちていたと思います。 

現在は仕事内容よりもコンプライアンスのことばかり

が言われているように思うのは私だけでしょうか？ 

保険会社の営業時間が午後４時までだったので保険証券に記される保険期間は例え

ば平成２６年１月２８日午後４時より平成２７年１月２８日午後４時までというよ

うな午後４時約款となったと聞いています。 

 昔は現在のような保険の通信販売もなければ外資系の保険も一部を除いては一般

的ではありませんでした。また、現在は保険契約の際に印鑑ではなしに署名を優先

させたり、その署名もタブレットに署名いただき保険会社宛てにアップロードした

りと以前には考えられない変貌です。 

インターネット等がこれからの保険の世界の主流ということは自明の理ですが私

としては安易な低価格競争に巻き込まれぬよう、そしてお客様との間に温もりが感

じられる代理店でありたいと考えています。何かの時に思い出していただける顔の

見える代理店が究極の理想です。 

 

 

 

 

先週の卓話 



                                          

                       ホスト：香里園ロータリークラブ 

 
独特の愛らしい形状が子どもにも大人気の春の代表的な
球根花。チューリップほどよく知られている花は他にはな
いというほど認知度が高い。世界中でも古くから愛され続
けていて、多くの園芸品種があり、花色と花形にバリエー
ションがある。 
(別 名)  ウッコンコウ 〔鬱金香〕 

(性 質)  耐寒性  秋植え球根 
(花言葉)   赤色「愛の告白」、黄色「見込みのない恋」 
      雑色「美しい目」「魅惑」、 

他に「博愛」「名声」など  
 
【チューリップ栽培のワンポイント】 
◇生育期の極端な乾燥に気をつける 
※乾燥に弱いので冬でも土が乾いていたらたっぷりと

水を与える。 
◇花びらが散ったら花の部分(子房)を折り取ります。 
※子房は種になる為、余分な栄養がとられる。 

◇花茎は切り落とさない。 
※球根に栄養を貯えるため自然に枯れさせる。 

●チューリップとは● 


