
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （8 月 19 日）

次週の予定  （8 月 26 日）

◆ 出席報告（8月 5日分） 

会員数 40名 出席数 26名 欠席者 9名 

特定免除 4名 その他免除 0名 

出席率 72.22％ 

 

前々回 7月 22日分 

ホームクラブの出席者 26名  92.86％ 

メークアップの結果 28名 

特定免除  11名  その他免除  0名 

欠席者 0名  修正出席率 100.00％ 

ロータリーソング 

「君が代」「奉仕の理想」「四つのテスト体操」 

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 髙島  登 
■幹 事 大東  弘 
■会報委員長 東野 喜次 

◆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 

OSAKA JAPAN 

CLUB WEEKLY BULLETIN

ニコニコ箱 

平成 26 年 8 月 19 日   No.2260   H25.8.5 (No.2259 の例会記録)     

「「言葉の力」ことだまで環境が変わる！」

担当 東村 正剛 会員

ゲストスピーカー 谷口 浩子氏

ゲスト  
I.M.第３組ガバナー補佐 西邨 智雄 氏

 
大東市スポーツ少年団 野球部会  

会長 中村 重一 氏

ゲストスピーカー 

㈱コンシャス  浅原 慎太郎 氏

先週の例会報告 

 
ロータリーに輝きを 

国際ロータリー会長 

ゲイリー C.K. ホァン 

２０１４年～２０１５年度 

国際ロータリーのテーマ 

大東ロータリー会長テーマ 

「LIGHT UP DAITO 地域と ともに輝きを」

今月のテーマ 

「会員増強および拡大月間」 

「少し気になって！！」 

佐藤 多加志 会員

裏面に記載 



 

西邨ガバナー補佐におかれましては公私共に大

変お忙しい中、お越し下さいましてありがとうご

ざいます。これからも色々とご指導宜しくお願い

します。 

まず初めに森山会員率いる大阪桐蔭高等学校が

夏の甲子園出場を決めました。本年は 3 年連続と

言う事で大変おめでとうございます。是非優勝して大川さんの名前を何度もテレビ

に映して下さい。みんなで応援しましょう。 

又今日から 4日間、今年は桐蔭中学高等学校が当番校になって、インターアクト

クラブ海外研修が行われます。今日は朝から関西国際空港にて結団式が行われまし

たので出席して来ました。今年からは守口イブニングロータリークラブが提唱され

ました、大阪国際大和田高等学校が加わり、全 7 校となりました。今年は総勢 75

名となり、2660 地区インターアクトクラブ始まって以来最も多くなりました。本

日例会終了後、大東幹事と共に台湾へ向けて出発します。今夜から皆と合流する予

定となっています。インターアクターと共に国際交流を行ってまいります。 

今回 9名が参加しますので、当クラブと姉妹提携しています台北雙溪ロータリー

クラブとも交流を深めてまいります。後日あらためてご報告させて頂きます。 

このような機会を与えて頂いた皆様に感謝の気持ちを忘れずに3泊4日の研修を

楽しんできます。ありがとうございました。 

 

 

 髙島  登 会長
会長の時間 

      
I.M.第３組 西邨 智雄ガバナー補佐がクラブを訪問、ご挨拶頂きました。 

 



        大東  弘 幹事 
 

＜理事会報告＞ 
 

1.2013～2014 年度の決算報告について      ・・・・承認 

2.新世代奉仕 剣道大会決算報告について     ・・・・承認 

              野球大会について         ・・・・承認 

       ニコニコキャンプ登録について  ・・・・承認 

3.社会奉仕  市民まつり配布物について 

薬物乱用防止キャンペーン    ・・・・承認 

4.大阪桐蔭高校甲子園出場の寄付金 50,000-       ・・・・承認 

5.事務局夏休みについて 8/11(月)～8/15（金） ・・・・承認 

6.事務局複合機買換えについて 

 （機種・リース内容については会長幹事一任） ・・・・承認 

7.木田会員の出席規定の免除について      ・・・・承認 

 定款第９条 出  席 

 第３節 出席規定の免除  

（ａ）により 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 



 

◎ニコニコ箱               間  紀夫 委員長 

・誕生日 自祝       田川 和見 君 

・今日からインターアクト海外研修に行って来ます  髙島  登 君 

・インターアクト海外研修に行って来ます   大東  弘 君 

・大阪桐蔭高校三連覇おめでとうございます  

髙島会長に校歌の PR して頂きありがとうございます     大川 真一郎君 

・情報集会参加ありがとうございました 感謝   小川 芳男 君 

・親睦委員会 懇親会お世話になり、 

ありがとうございました 感謝     杉原 巨峰 君 

・親睦委員会 懇親会 2 次会欠席お詫び  

大阪桐蔭野球部甲子園出場おめでとうございます  間  紀夫 君 

・情報集会欠席お詫び      東野 喜次 君 

・池田さん、谷中さん、橋本さん、佐藤さん  

応援ありがとうございました 感謝    山田  伸 君 

委員会報告 

 
8 月のお花    



◎雑誌委員会        福富 經昌 委員長 

【横組みページ】 

☆ＲＩ会長メッセージ「会員増強で奉仕の仲間を増やす」：会

員増強の最優先事項として、自身の家族をロータリアンにし

て頂きたい。新会員推薦者に認証ピンを贈呈。新入会者がロ

ータリアンであることを楽しみ、退会を考えなくなった時、

やっと会員増強の仕事が終わるのです。クラブを楽しい場に

することは、会員増強において大切です。 

☆特集：会員増強・拡大月間『ロータリーを楽しもう』盛り

上がってます！クラブ同好会…クラブの会員維持に大きな役割を果たす同好会。実

際にプロジェクトとして会員増強に役立てているクラブ、ユニークな同好会で会員

相互の親睦を深めているクラブの紹介。 

☆シドニー国際大会：ようこそ！アポリジニーの大地へ…報告記事 

☆国際 RYLA への参加記事：①感動を体感できる場、②若い人たちの可能性を引

き出す 

☆心は共に：ロータリー希望の風奨学金 現況報告と今後の取り組み 

☆よねやまだより…ロータリー米山記念奨学事業の基礎知識―奨学金制度編― 

【縦組みページ】 

☆スピーチ：2830 地区・東第 1・第 2 分区 IM 基調講演要旨

(2013 年 12 月 7 日)：十和田市現代美術館館長 藤 浩志氏の

｢地域を変えるソフトパワー」演者の出版した本のタイトルで、

柔らかい状態であることがいかに重要であるかということ、

未熟な状態であること、固まっていないことが、あらゆる可

能性になっていく、と述べている。 

☆わがまち……そしてロータリーは長崎県・佐世保市です。「人

が集まるところに人は集まる イベント連射する‘のぼせもん’」佐世保中央 RC 竹

本慶三氏（させぼ四ヶ町商店街協同組合理事長）による佐世保市の案内記事です。 

☆友愛の広場：91 歳の現役ロータリアン（第 2570 地区・坂戸 RC より）、例会 3000

回記念を祝う、青少年交換学生との再会など。 

☆卓話の泉：日本の医療はどうなる 2030 年問題、漢字と日本語（豊中南 RC）など。 

☆ロータリーアットワーク：第 2660 地区からは、高槻西 RC の「ふれあい親睦ゲ

ートボール大会」、池田 RC の「五月山動物園に入場ゲート寄贈」、吹田西 RC「子

供たちの笑顔」、大阪城東 RC の「32 年にわたる社会奉仕事業」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活動報告がなされています。

投稿にご協力ください。  

委員会報告 



 

「 次世代の断熱材について 」 

 

 

 

 

 

 

 

担当 上田 正義 会員 

ゲストスピーカー ㈱コンシャス 浅原 慎太郎氏 

 

先週の卓話 



 

断熱塗料として確固たる地位を築いたガイナの

新しい挑戦「ガイナ R」システム登場！！ 

・ガイナ Rシステム 5つの安心 
    ↓ 


