
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （4 月 16 日） 

次週の予定  （4 月 22 日） 

ロータリーソング 

「 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 26 年 4 月 16 日   No.2245 H26.4.8(No.2244 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（4月 8日分） 

会員数 42名 出席数 36名 欠席者 1名

特定免除 5 名 その他免除 0名 

出席率 97.30％ 

 

前々回 3月 18日分 

ホームクラブの出席者 30名  90.91％ 

メークアップの結果 32名 

特定免除  9名  その他免除  0名 

欠席者 1名  修正出席率 96.97％ 

今月のテーマ 

「雑誌月間」 

    裏面に記載 

 

「  省みて、思うままに 」 

岡本 日出士 会員

四條畷 RC・大東中央 RC との 3クラブ合同例会 

ホスト：大東 RC



 
 
 

皆さん今日は、例会出席ありがとうございます。 

4 月 4 日金曜日朝早くから又寒い中、春の交通安

全週間キャンペーンに参加していただきまして誠

にありがとうございました。お礼申し上げます。

皆様方もくれぐれも交通事故にはあわないように

日頃から安全運転でお願いします。 

今月は雑誌月間です。この後の卓話で福富雑誌委員長がロータリー雑誌について詳

しく述べられるかと思いますが、私も毎月このロータリーの友を読むのが楽しみで

す。日本中のロータリークラブの活動を知りまた知らないその町に行ったような気

持ちになります。多くのロータリアンと知り合いになった様な気持ちになります。

全世界 120 万人のロータリアンが同じ誇りを持って読まれている事に私もその一

員である事に感謝します。 

それからこのほかに忘れてはならない雑誌があります。それは「抜粋のつづり」です。

今年いただきました本で 73 号になります。株式会社熊平製作所の創業者で熊平源蔵

氏が社会に感謝・報恩の思いから昭和 6 年に創刊されました。戦中戦後の三年間を除

き 70 年間 1 年 1 冊私達に寄贈していただいております。心にしみる感動、喜び、珠

玉のエッセイー、コラムの抜粋は読む度に心が洗われ物凄く幸せにさせてくれます。 

今までに頂いて保存しています分も何回も読み返しますが、新鮮さが失われており

ません。それはなぜなのかと私なりに考えますと、「抜粋のつづり」の伝えたい焦

点（創刊理念）が毎号同じで、この 70 年間変わっていないという事です。日本文

化精神・現在失いつつある、良き日本人の心を伝える焦点です。 

皆さん子供の頃、虫メガネに太陽の光を集めて紙を燃やした経験は多くの人が持っ

ていると思います。太陽の光を一点に集中させてじっと固定していると焦げ目の点

ができ、かすかな煙を上げて広がり、紙がにわかに燃え出します。焦点をふらふら

させていてはこうはなりません。単純な遊びですが、この現象はそのまま、すべて

の本来のあり方を示しているように思います。焦点を定めて物事を続ける事は中々

難しい事ではありますが、続ける事により素晴らしい結晶が出来ます。人生も焦点

を定めていきないと人生は拡散し、何の結晶も得ぬままに終わってしまう事にもな

ります。（ロータリーの友）も（抜粋のつづり）も焦点はこれからも変わらないかと

思います。 

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      西條 義昭 君 

・結婚記念日 自祝      上田 正義 君 

・結婚記念日 自祝      間  紀夫 君 

・結婚記念日 自祝      森岡 信晶 君 

・結婚記念日 自祝      東野 喜次 君 

・結婚記念日 自祝 （3 月）     鷺森  董 君 

・例会出席ありがとうございます     上田 正義 君 

・4/4 早朝よりの春の交通安全運動 駅前デッキでのキャンペーンクッズ配布 

ご苦労さまでした ありがとうございました   小川 芳男 君 

・早退お詫び       森山 信一 君 

・交通安全週間お疲れ様でした     髙島  登 君 

・メークアップなし お詫び     大矢 克巳 君 

・愚息は情けないです      佐藤 多加志君 

・春の交通安全運動 不参加お詫び    木村 克己 君 

・春ですね良い季節になりました！    中野 秀一 君 

・上田会長ゴルフ楽しくまわらせて頂き 

有難うございました 感謝     東村 正剛 君 

・中さんありがとうございます 宜しくお願いします 感謝 間  紀夫 君 

・皆様ニコニコありがとうございます 目標の達成感謝！ 東野 喜次 君 

 

 

委員会報告 



◎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、現在

の大学での事、これからの進路の事など、近況報告をされました。 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
高さが 2～3m になる低木で、5～6 月に球状に密

集した花を咲かせます。花は咲き始めが黄緑色で、

開くと白色になります。花のかたまりは直径 10cm
を超し、まさしくオオデマリ（大手鞠）の名がぴ

ったりです。英名のスノーボールもこの花姿から

来ています。 
(別 名) テマリバナ テマリカ 
(用 途) 鉢植え 露地植え 
(花言葉)「約束」「私は誓います」 
 
【スノーボール栽培のワンポイント】 

◇ さし木、とり木、株分けで増やす事が出来ます。

※根が良く張るので鉢などに挿さずに地面に直接

挿す。  

◇ 丈夫で病害虫の心配はあまりありません。 

※アブラムシが発生したら見つけ次第駆除する 

◇日当たりを好む 

◇西日、乾燥を嫌う 

◇不要な枝以外できるだけ剪定はしない 

●スノーボール（オオデマリ）とは● 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   「 『雑誌月間』に因んで 」 

    雑誌委員会 福富 經昌 委員長 

 

 

 

 
 

4 月はロータリーの雑誌月間 

「THE ROTARIAN」およびロータリー地域雑誌（ロータリーの友など）の購読と活

用促進に役立つプログラムを行う月間です。雑誌に対する会員の認識を深め、それに

よってロータリー情報の普及を図ることを目的としている。 

 RI 初代事務総長チェスリー・ペリーによって創刊された。公式機関誌「THE 

NATIONAL ROTARIAN」（THE ROTARIAN の前身）が発刊された 1911 年 1 月 25

日を記念して 1 月 25 日を含む 1 週間を雑誌週間とした、1978-79 年度から雑誌週間

は 4 月に移され、1983-84 年度に特別月間として、4 月がロータリー雑誌月間に指定

された。 

 

『ロータリーの友』アンケート結果（2013 年 9 月実施） 

83 クラブ（全クラブ）より回答を得られ、回答率は 54.0％であった（会員数 3681

人中 1989 人から回答）。 

雑誌の配布方法は例会での配布がほとんどで

あった。所管委員会は広報・雑誌委員会が多

く、次いで広報委員会であった。紹介方法と

しては、事前に読んで要点をまとめ例会の委

員会報告での紹介が多い。 

『ロータリーの友』への意見は①記事内容お

よび編集について：43 件、②『ロータリーの

友』へのエール：12 件、③ネット配信：2 件が提出された。 

内容をどの程度読んでいるかの設問では、50％、30％、10％が多い。 

先週の卓話 



 

 

 

 

 

 

投稿の有無及び今後の投稿についての設問では、圧倒的に「無」が多いが、会員歴が

長いグループほど「投稿あり」が多くなる。今後の投稿についても、会員歴が長いグ

ループほど「投稿しようと思う」が多い。 

 

 

 

 

 

 
 

『ロータリーの友』の活用についての設問では、会員歴の長短にかかわらず、圧倒的

に「自己研鑽」が多い。また会員歴が長くなると、「フォーラム・炉辺会合等への参

考」への活用が増える。 

 

 

 

 

 

 

『ロータリーの友』への積極的な投稿をお願い致します。 



 

時　刻 摘　　要

１７：３０ 受付 各クラブ

Ｓ.Ａ.Ａ 大東ＲＣ 中嶋啓文Ｓ.Ａ.Ａ

１７：４５ 食事開始

１８：００ 開会点鐘 大東ＲＣ 上田正義会長

ロータリーソング  「君が代」 間紀夫シンギング委員長

 「奉仕の理想」

 四つのテスト体操

友愛の握手

来客紹介 大東ＲＣ 中野秀一親睦活動委員長

会長の時間 大東ＲＣ 上田正義会長

諸報告 四條畷ＲＣ 出席報告

大東中央ＲＣ 幹事報告

大東ＲＣ その他

卓話 大東ＲＣ 大矢克巳会員

１９：００ 閉会点鐘 大東ＲＣ 上田正義会長

　西邨智雄 ガバナー補佐エレクト(香里園ＲＣ)

３クラブ合同例会　開催スケジュール表

内　　訳

                        　開催日時　　    2014年 4月 16日（水）

　                      　開催場所　　  　ホテル阪奈

　                      　ホストクラブ  　大東ロータリークラブ

　亀井信昭 ガバナー補佐（寝屋川ＲＣ）


