
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （5 月 20 日） 

次週の予定  （5 月 27 日） 
ロータリーソング 

「君が代」「 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 5 月 20 日   No.2248 H26.5.13(No.2247 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（5月 13 日分） 

会員数 42名 出席数 31名 欠席者 3名

特定免除 7 名 その他免除 1名 

出席率 86.11％ 

 

前々回 4月 8日分 

ホームクラブの出席者 35名  97.22％ 

メークアップの結果 36名 

特定免除  6名  その他免除  0名 

欠席者 0名  修正出席率 100.00％ 

    裏面に記載 

 

「 その痛みに気をつけて 」 

 担当 堀部 邦夫 会員

仁泉会病院 病院長 川島 啓誠 氏



 
 
 

皆さん今日は、例会出席ありがとうございます。 

ゴールデンウイークを挟み３週間ぶりの例会です。会

員の皆様方はゴールデンウイークどの様にお過ごしで

したか。長い休日の後お疲れはでませんでしたか。５

月に入り爽やかな青空が広がり過ごしやすい今が一番

いい気候かと思われます。この間沖縄の梅雨入りが発

表され、大阪もしばらくすれば菜種梅雨に入りますが、温度の変化・食あたりなどに

十分注意されお身体をご自愛下さい。 

先月４月 24 日から 26 日まで、春の家族で台湾に行ってまいりました。ご参加してい

ただきました会員の皆様方には感謝申し上げます。また企画・運営していただきまし

た佐藤職業奉仕委員長、そしてサポートしていただきました中野親睦活動委員長、最

初から最後まできめ細かく写真を撮り続けていただいた、空門広報委員長大変お世話

になりました。感謝申し上げます。雙渓ロータリクラブとの友好も深められ、ガラス

会社の企業訪問も素晴らしい内容でした。特に窓ガラスに太陽光発電を組入れられた

品物には驚きました。奥様方も観光・ショッピング・食事と楽しまれたかと思ってお

ります。参加していただきました皆様方のご協力のおかげで、無事に帰国できました

事お礼を申し上げます。ただ一つお詫びしなければならないのは、雨男の私のせいで

旅行中、雨模様で唯一出発の関空と帰国桃園空港だけが雨が降っておりませんでした。

お詫び申し上げます。私が責任者の行事では、１度は雨が降りますが７月からは高島

会長に変わりますので多分大丈夫かと思います。名前は出しませんが後一人雨男が当

クラブに在籍されております。 

次に５月４日に大東中央ロータリクラブがホストで２６６０地区主催の春のライラ

初級編が阪奈ホテルにて開会式がありましたので出席してまいりました。受講生４０

名並びに福家ガバナー始めロータリアン１５０名参加の開会式でした。基調講演では、

奈良女子大学の先生が万葉の時代と現代を比較する興味ある講演を聴いてまいりま

した。近隣のクラブからも多数参加されており始めて参加しましたが、いい経験をさ

せていただきました。 

本日例会前に第 11 回目理事会か開かれ、同時に来年度役員・理事予定者合同の「新

旧合同理事会」が開催されました。早いもので後１ヶ月あまりで今年の任期がおわり

 上田 正義 会長会長の時間 



ますが、プレッシャーでカチカチの１年前を思い出しました。本日より来年に向かい

新たな一歩が歩みだしました。今年同様来期の新生大東ロータリクラブにも、皆様方

の御協力・御鞭撻のほど宜しくお願い致します。最後まで全力で職務を全ういたしま

すので宜しくお願い申し上げます。 

本日の理事会報告は後ほど幹事より報告はありますが、本年度クラブ責任者といたし

まして会員の皆様方に１つだけご報告させていただきます。本来ならば高島会長エレ

クトよりの発表になるかとおもいますが、来年度幹事予定者を諸事情により松原清一

君から大東弘君に変更になりました事をご報告させていただきます。また国際交流平

和委員長予定者 大東弘君の後任に「佐藤多加志君」が就任いたします。松原君はこ

の１年間幹事予定者といたしまして、非常に勉強もされこの経験がのちほどきっと大

東ロータリクラブの大きな礎になるかと思います。期待しております。最後になりま

すが例会後第６回クラブ協議会が新旧合同でおこなわれますので出席宜しくお願い

します。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２０１３～２０１４年度 

 

●第６回クラブ協議会（新旧合同）開催● 
 

５月１３日（火）例会後、第6回クラブ協議会（新旧合同）が開催されました。 

 



               幹事 小川 芳男・次年度幹事 大東  弘 

 

【議  題】 

1. 慶弔規定について ・・・・承認 

2. クールビズについて 6～9 月 ・・・・承認 

3. 次年度役員変更について 

幹    事   松原清一 → 大東  弘 

国際交流平和   大東 弘 → 佐藤多加志 

シンギング   徳山泰之 → 松原 清一 

4. 次年度の例会休会日について  

原案の文章部分を一部変更し ・・・・承認 

5. 次年度剣道大会について 

７月２２日（火）に開催（例会も会場変更にて開催） 

例会場の変更及び予算執行 ・・・・承認 

 

6. その他  

德山会員退会・・・・承認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事会報告 

２０１４～２０１５年度 
●第２回クラブ協議会のお知らせ● 

 

第２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６月３日（火） １８：００～ 

場  所 まんま家 

＊ご都合の悪い方は、副委員長の出席をお願い致します。 



 

◎新世代奉仕委員会     橋本 正幸 次年度委員長 

ニコニコキャンプが 8 月 1 日(金)～8 月 3 日(日)、大阪府立青少年海洋セン

ターで行われます。 

申し込みは受付に置いておりますので、興味のある方は申し込んでください。 

開 催 日：2014 年(平成 26 年)8 月 1 日(金)～8 月 3 日(日) 2 泊 3 日 

場   所：大阪府立青少年海洋センター 

参加対象者：RI 第 2660 地区の各ロータリークラブ推薦による小学 4～6 年

生の男女児童 

参 加 定 員：男女児童(小学 4・5・6 年生) 70 名(先着順)   

 

 

 

7 月 22 日（火）に大東市民体育館におきまして、第 30 回剣道大会が開催さ

れます。例会場を移しての開催となりますのでご参加の程よろしくお願い致し

ます。詳しい内容につきましては追ってご連絡させて頂きます。 

 

 

◎インターアクト委員長       東村 正剛 委員長 

６月１日（日）に２０１３～２０１４年度インターアクトクラブ新入生歓迎

会が開催されます。出欠のご記入をお願い致します。 

 日  時：６月１日（日） ９:３０～１５:００  

場  所：四天王寺高等学校・中学校 

 活動内容：天王寺七坂へのウォークラリー 

      落語会 天王寺参り 

 

 

◎ゴルフ同好会      大矢 克巳 キャプテン 

6 月 18 日（水）に最後のゴルフコンペを予定しておりますが、場所が変更に

なるかもしれませんことご了承ください。詳細につきましては来週ご連絡させ

ていただきます。最後となりますので賞金の方は今までより多くなる予定です。

ミステリーコンペということで、みなさんのご参加よろしくお願い致します。 

委員会報告 



◎ニコニコ箱委員会        東野 喜次 委員長 

・結婚記念日 自祝      大川 真一郎君 

・結婚記念日 自祝      藤本 和俊 君 

・結婚記念日 自祝      杉原 巨峰 君 

・誕生日 自祝       堀部 邦夫 君 

・入会記念日 自祝      田川 和見 君 

・例会出席ありがとうございます     上田 正義 君 

・家族会佐藤職業奉仕委員長、中野親睦委員長、空門広報委員長、 

参加会員の方ありがとうございました  

写真ありがとうございました     小川 芳男 君 

・3 クラブ合同ゴルフ大会で優勝させて頂きました 感謝  樋口 秀和 君 

・池田さんハナノシンノスケ 1 着おめでとう   谷中 清孝 君 

・池田さん色々とお世話になりありがとうございました  

おかげで楽しい時間を過ごすことができました   藤本 和俊 君 

・家族会お疲れ様でした      髙島  登 君 

・池田会員京都 9R ありがとうございました 感謝  

木村会員、大矢会員 お付き合いありがとうございました 感謝 橋本 正幸 君 

・春の家族会欠席お詫び      杉原 巨峰 君 

・4/24～の職業奉仕委員会「海外研修&家族会」親睦委員会の 

協力をもって無事終える事が出来ました   佐藤 多加志君 

・橋本委員長 色々お世話になりました 感謝   木村 克己 君 

・写真ありがとうございます 感謝    中野 秀一 君 

・佐藤さんお鍋美味しかったです 有難うございました  

木村さん、中野さん、ゴルフではお世話になりました  

森岡さん、インターアクトビデオ有難うございました  

大矢さんおでんごちそう様でした！ 感謝   東村 正剛 君 

・池田さんおめでとうございました  

楽しく過ごさせていただきました     中嶋 啓文 君 

・台湾海外研修 佐藤委員長ご苦労様でした  

楽しい 2 泊 3 日でした      空門 満也 君 



・旅行欠席お詫び          間  紀夫 君 

・池田さん貴重な体験ありがとうございました   東野 喜次 君 

・橋本会員、いろいろとお世話になりありがとうございます  

池田会員おめでとうございました ごちそう様でした  山田  伸 君 

 

 

 

 

◎会報委員会       福富 經昌 委員長 

【横組みページ】 

☆ＲＩ会長メッセージ「ポリオ撲滅そのゴールのために」：

「End Polio Now：歴史に 1 ページを刻もう」キャンペーン

は順調に進んでいます。皆さんのできる支援をしてくださる

よう奨励します。 

☆特集私たちの活動：「国際ロータリー戦略計画」の 3 つの

優先項目の 1 つに「公共イメージと認知度の向上」があり、

この目標の 1 つとして「行動を主体とした奉仕活動を推進す

る」が挙げられている。国内、特に地域社会での活動は、その基本となります。国

内 12RC の活動報告が掲載されています。 

☆心は共に：「震災復興のキャンドルナイト」（いわき常磐 RC）、「イギリスから震

災孤児を見守る」（Chiswick&Brentford RC）、「白河・深谷ジュニアサッカー交流

親善試合」（白河西 RC）、原発避難の子どもたちに一足早いクリスマス」（中条胎

内 RC）からの活動報告。 

☆ガバナーのページ……：第 2660 地区福家 宏ガバナーの視点が掲載されていま

す。 

☆よねやまだより…ありがとう、ロータリアン！○23｢43 年ぶりの世話クラブ｣神戸

東 RC の米山学友・台湾出身の黄 仁安さんのお話。 

☆ロータリー入門 Global Outlook ロータリアンのための会員の入会と維持

入門：会員増強の取り組みに関する解説。www.rotary.org/myrotaryから「地域別

会員増強計画」を参照ください。 

 



【縦組みページ】 

☆スピーチ：2560 地区・高田 RC 社会奉仕委員会主催講演要旨

(2013 年 11 月 13 日)：福島学院大学大学院教授 星野 仁彦氏の

｢発達障害に気づかない大人たち」の講演の中で「大人の軽度の発

達障害者は、社会への適応レベルや職業、年収などが千差万別で、

人生の満足度に大きな差があり、社会に適応し満足できる生活をす

るためには、職業選択は非常に重要です。」と述べている。 

☆わがまち……そしてロータリーは新潟県・村上市です。「城下町を彩る町屋の人

形様めぐり」村上 RC 川村・川崎両元会長による村上市の案内記事です。 

☆卓話の泉：‘ストレッチと歩き方’、‘日本料理考’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、大阪フレンド RC から「園児と

ペンキ塗りで体験を分かち合う」、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。  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

   「 スマホ・タブレット PC 」 

    森岡 信晶 会員 

スマホって何？ 

• スマートフォンとは、iPhone（アイフォン）やアンドロ

イド端末のようにタッチパネルで操作できる携帯電話で

PC（パソコン）に近い機能を備えたものです。 

従来の携帯（ガラケー）と区別するためにスマートフォ

ンという名前がつけられ、スマホの愛称で利用されてい

ます。 

• インターネットの使い勝手が良く、ホームページの閲覧・YouTube などの動画視聴・PC

メールWeb メールといった機能を快適に利用できるように設計されています。 

先週の卓話 



携帯電話+PC（パソコン） 

タッチパネル基本操作方法 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマートフォンでできる事って？ 

• ブラウザーを利用したインターネットサービスの利用。 

• アプリ（ソフトウエア）をインストールしてその機能を利用。 

具体的には.... 

• インターネット接続 

• 様々なメールアドレスの利用 

• 通常回線（3G/4G 回線）の利用とWi-Fi 接続 

• テザリング 

• 音声入力で検索 

• マルチメディアプレーヤーとして利用 

• 地図検索・経路表示に対応した「ナビ」 

• PDF やExcel・Word 等のファイルの閲覧 

• 様々なData をクラウド上で「同期」「共有」可能 
 
 

 

タップ 

指先やスタイラスペンなどで、画

面に触れる操作。目的の項目やア

イコンに触れることで、場面に応

じた機能を実行できます。パソコ

ンのクリック操作と同じです。 

ダブルタップ 

指先やスタイラスペンなどで、画

面の同じ場所をトントンと続けて

触れる操作。パソコンのダブルク

リック操作に似てますが、あまり

使用頻度は高くなく、表示されて

いる文章を拡大するときなどに使

います。 

 

ドラッグ＆ドロップ 

画面上の項目やアイコンにタッ

プしたまま、画面上の違う場所に

移動させる操作。目的の位置で指

を離すと、文章や写真の場所を変

更できます。 

フリック 

指先やスタイラスペンなどで、画

面上を払うようにサッと滑らせる

操作。画面を上下または左右に切

り替えるときによく利用する操作

方法です。 

  

ピンチ 

2本の指で画面に触れて、つまむように指を近づけたり、広

げたりする操作。 

写真やWebページや地図の拡大・縮小をすることができま

す。 

 



 
 
 
 

タブレットPC って？ 

• タブレットPC はスマホの通話機能がなく、画面が大きい。 

情報の閲覧、入力、コミュニケーションに優れている端末です。 

持ち運びに優れていて、様々なシーンで利用することが可能なのも特徴の一つです。 

どこでどう使うかはアイデア次第で無限大に広がります。 
 

• iPad のコンセプトは… Mobility＆Post PC 

Mobility… 

持ち運びに便利で、どこでも使用可能。 

Post PC… 

今までパソコンがないとできなかった作業を分散してタブレット PC でもできるように

なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
今月の誕生花は 5 月に入り、一段と新緑まぶしい季
節となってまいりました。本日はそんなさわやかな
初夏の花で活けたいと思い、グリーンとブルー、紫
系でアレンジさせて頂きました。新緑の枝物がきれ
いなこの時期ですので、ヤシオツツジにクレマチス
（蔓が鉄のようで鉄線とも呼ばれています）と、釣
鐘草（カンパニュラ）、そして綺麗な紫のお花はトル
コキキョウの中でも高級な八重咲きのエグゼラベ
ンダー、今日はこういったさわやかな色目で生けさ
せて頂きました。 
お誕生日おめでとうございます。 
 
ヤシオツツジ  愛の喜び 情熱 
クレマチス   たくらみ 
釣鐘草     親交 

トルコキキョウ 優美 希望 清々しい美しさ 

5 月のお花 


