
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （8 月 26 日）

次週の予定  （9 月 2 日）

◆ 出席報告（8月 19 日分） 

会員数 40名 出席数 29名 欠席者 4名 

特定免除 7名 その他免除 0名 

出席率 85.29％ 

 

前々回 7月 29日分 

ホームクラブの出席者 34名  97.14％ 

メークアップの結果 35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％ 

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」 

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 26 日   No.2261   H25.8.19 (No.2260 の例会記録)    

「新世代のための月間に因んで」 

橋本 正幸 青少年奉仕委員長

ゲスト  
米山奨学生 シュレスタ・リエさん

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」 

裏面に記載 

「「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



 

前回の例会終了後関西国際空港より3泊4日で

インターアクト海外研修に台湾へ行って来まし

た。今回は大阪桐蔭が当番校でしたので大東ロー

タリークラブより 9名で参加して来ました。私と

大東幹事は8月5日の夜に台湾でみんなに合流し

ました。 

6日は朝から 2660地区のインターアクター達と 3520地区のインターアクターの

交流が始まりました。台湾の方は英会話力が日本人より優れているので日本のイン

ターアクターの英会話力は大丈夫かなと思っていましたが、日本の文化を紹介する

時に素晴らしい英語力で日本を紹介していました。大学の講堂で行われた交流会で

したが、最初はコミュニケーションもぎこちなく思われましたが午後からの街頭奉

仕活動を行う内にすぐに仲良くなって行きました。交流会にはスワンシーRC より

ガバナーが挨拶に来て下さいました。夜にはスワンシーのメンバーから大変な歓迎

を受けました、有難う御座いました。 

次の日はインターアクターがグループ別に行動する為に台北で一番賑やかな繁華

街へ行きました。そして夜には大阪のオリエンテーションで練習した河内音頭の時間

です。夜の会場に着きましたら和太鼓のセットが並べられていて、日本人が演奏する

のかと思いましたが台湾の方達による演奏でした。太鼓は日本のお家芸だと思ってい

たので台湾の方達の太鼓のレベルの高さには本当に驚きました。パーティも河内音頭

で最高に盛り上がり、クライマックスになると、あちこちで別れが辛くて泣いている

子や抱き合っている子がいて、見ているこちら迄泣いてしまいました。 

二日間の交流でしたがインターアクト海外研修に参加させて戴いて国際交流の

大切さを痛感しました。これから日本は少子高齢、人口減少社会へと突入して行き

ます。これからの若者は海外へ出て行くことも必要になるかもしれません、そんな

時に今回のような国際交流は大変有意義な経験になると思います。今回当番校会長

として参加させて戴き素晴らしい時間を過ごす事が出来ました。2660 地区、3520

地区のロータリークラブの皆様、各学校関係の皆様そして感動を与えてくれたイン

ターアクターの皆さん、本当に有難う御座いました。    

 髙島  登 会長
会長の時間 



        大東  弘 幹事 
 

2013-14 年度をもって GSE が終了しました。同プログラムの終了にともないまし

て、GSE 来日団員を受け入れて下さったロータリアン、また、職業研修を積極的

に受け入れて下さった企業のご関係者の皆様に「GSE 振り返りの集いの開催」の

案内が届いております。 

参加希望の方は事務局までご連絡ください。 

日 時： 2014 年 9 月 6 日（土） 16：00～20：00 

     （振り返り会・アルムニ総会：16：00～ 懇親会：18：00～） 

会 場： シティプラザ大阪  

 

 

 

２０１４～２０１５年度 
 

青少年奉仕 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９月２日（火） １８：００～ 

場  所 まんま家  

会  費  ５,０００円  

幹事報告 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山梨随一の桜の名木『神代桜』（じん

だいざくら）は 韮崎と小淵沢の間の

旧武川村・実相寺（むかわむら・じっ

そうじ）の境内にある。日蓮宗の古刹

で、ロケーションがいい上南アルプ

ス、八ヶ岳、富士山の素晴らしい眺望

というおまけつき。 種類はエドヒガ

ンで、開花する花の白色からシロヒガ

ンとも、一カ所に群がって咲く様子か

らムレヒガンとも呼ばれる。 

『山高の神代桜』                         ●日本の桜百選 4    

山梨県北杜市武川町山高 



 

◎ニコニコ箱               間  紀夫 委員長 

・入会記念日 自祝         岡本 日出士君 

・結婚記念日 自祝      髙島  登 君 

・誕生日 自祝       森岡 信晶 君 

・インターアクト海外研修お疲れ様でした   髙島  登 君 

・インターアクト海外研修お疲れ様でした  

又、スワンシーRC の皆様お世話になりました   大東  弘 君 

・8/17（日）札幌競馬場にて 2R ピンクプリンセス号、 

7R セフティーエムアイ号連勝優勝しました   池田  實 君 

・大東 RC40 周年のパーティの時、右足親指の爪をいため、 

それ以来痛めていました 限度が来て抜いてもらいました  

抜いて必要なのが分かりました     大西 寛治 君 

・お盆休み家族と楽しく過ごしました    小川 芳男 君 

・メークアップなし お詫び     松原 清一 君 

・孫の誕生  感謝      田川 和見 君 

・インターアクト海外研修、髙島会長、大東幹事、空門委員長、 

東村地区副委員長大変お世話になりました   木村 克己 君 

・東村副委員長、IAC 海外研修良くできました！  

髙島会長、何から何までありがとうございました  中野 秀一 君 

・インターアクト海外研修、会長はじめ沢山の皆様ご参加有難うございました  

おかげで無事帰国できました 感謝    東村 正剛 君 

・東村君、空門君インターアクトご苦労様でした  

会長・幹事ありがとうございました    中嶋 啓文 君 

・インターアクト海外研修無事帰国しました  

髙島会長・大東幹事帯同いただきましたメンバーの皆様 

ありがとうございました 東村君大変ご苦労様でした  空門 満也 君 

・お盆休み海に温泉にリフレッシュできました   間  紀夫 君 

・お盆無事に過ごしました     東野 喜次 君 

・韓国旅行でありがとうございます    中野 隆二 君

委員会報告 



◎米山奨学委員会           中  恒夫 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シュレスタ リエさんが、ゲストとして訪問され将来の夢に

ついてなど、近況報告をしていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 
 

◎インターアクト委員会         空門 満也 委員長 
 
こんにちは。 

インターアクトクラブからご報告いたします。 

この 8 月５日から８日まで第 2660 地区インターアクトクラブ海外研修といたしま

して、台湾は台北の方へ行ってまいりました。 

台湾では３５２０地区の協力を頂きまして、向こうのインターアクターと共にゲー

ムをしたり、社会奉仕活動をしたり、街を散策したりして、国際感覚を養いつつ、

有意義な時間を過ごしてきました。 

また送別会では河内音頭を披露し、共に踊り、ハッピを交換し、中には別れを涙で

惜しむ光景も見られ、非常に良いものとなったと感じられました。 

また、参加者の体調不良があったりなど、ハプニング等もございましたが、東村地

区副委員長の的確な対応、髙島会長大東幹事をはじめとする帯同いただきました大

東ロータリークラブのメンバーの積極的なご助力により無事研修を終えられまし

たことをここにご報告致すとともに、帯同いただきましたメンバーの皆様には心よ

り感謝申しあげます。以上です。 
 

委員会報告 





 

「 少し気になって！！ 」 

担当 佐藤 多加志 会員 

ピンチヒッターということで、身近なところで

私の健康管理に対する考え方などを少し話させ

ていただきます。 

2009 年堀部会員の関係で受けました PET の結

果にて体重を落とすことにしました。 

健康指導を受けたなかで栄養摂取の上限があ

るという事が気になりました。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

先週の卓話 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ●含有食品等 

ビタミン A の過剰摂取は、ビタミン A を含有する薬剤を大量に服用するか、例えばレバー

等食品の中でもビタミン A を多量に含有する食品を摂取することにより発生することがあ

ります。 
英国では、定期的にレバーを摂取している人及び骨粗鬆症になるリスクの高い人等に対し

て、ビタミン A 摂取量に関する注意喚起が行われています。 
（骨粗鬆症になるリスクの高い人や妊婦中又は妊娠を希望する女性のビタミン A の摂取に

気を付ける。具体的にレバー若しくはレバー製品を週 1 回以上摂らないなど。） 
ドイツ連邦リスク評価研究所（BfR）は、β－カロテンのサプリメントについて科学的に不

明な点が多い事や健康保護の観点から、β－カロテンのサプリメントの使用には細心の注

意を払うよう勧告するとともに、サプリメントによるβ－カロテン摂取量は 2 ㎎/日を超過

しないように勧告しています。 



 


