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◆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？

大東ロータリー会長テーマ
「LIGHT UP DAITO

２０１４年～２０１５年度

ロータリーに輝きを

国際ロータリーのテーマ

平成 26 年 9 月 9 日
今週の卓話

No.2263

地域と ともに輝きを」

国際ロータリー会長
ゲイリー C.K. ホァン

H25.9.2 (No.2262 の例会記録)

（9 月 9 日）

「インターアクトクラブ 台湾海外研修の報告」
空門 満也 インターアクト委員長
桐蔭インターアクトクラブ

次週の予定

「新世代のための月間」

（9 月 16 日）
担当

今月のテーマ

森山

信一 会員
桐蔭高等学校 吹奏楽部 総監督 梅田隆司氏
桐蔭高等学校 吹奏楽部の皆さん

ロータリーソング
「大東ロータリーソング」「四つのテスト体操」

先週の例会報告
◆ 出席報告（9 月 2 日分）
会員数

40 名

特定免除
出席率

7名

出席数

33 名

その他免除

欠席者

0名
ニコニコ箱

0名

100.00％
裏面に記載

前々回 8 月 19 日分
ホームクラブの出席者
メークアップの結果
特定免除
欠席者

7名
0名

29 名

87.88％

33 名
その他免除

修正出席率

0名

100.00％

会長の時間

髙島

登

会長

先日 2660 地区ロータリー財団セミナーに参加
して来ました。END POLIO NOW のバッヂが配られ
ましたので今日は襟に付けてきました。ロータリ
ークラブがポリオ撲滅の活動を始めてから 30 年
になろうとしています、今全世界の 99％の国や地
域でポリオが無くなりました。あと 1％の所迄来
ています。近い将来学校の教科書でポリオと言う伝染病がロータリークラブの力に
よって全世界から無くなりましたと言う授業が行われるでしょう、そんな日が一日
も早く訪れる事を願っています。
最近ロータリーの事で気になった事が有ります。9 月から道路交通法が変わって
全国に多数の円形交差点が作られたと言うニュースを見ました、その名称が「ラウ
ンドアバウト」初めて聞く言葉でした。欧米で普及している環状交差点の名称らし
いのですが、自分が今迄思っていたのは「ロータリー」でしたので一瞬なんでやと
思いましたが、よく考えてみると日本のあちらこちらに○○ロータリーと言う交差
点が出来なくて良かったと思います。ロータリーの名称が簡単に使われるのはあま
り嬉しく思いません、これからは住道駅前のラウンドアバウトと呼びましょう。

『円山公園祇園枝垂れ桜』

●日本の桜百選 7

円山公園には枝垂桜、染井吉野、
山桜など約 700 本の桜があり、毎
年多くの花見客で賑わいます。
その公園の中央にあるのが「祇園
の夜桜」として有名な祇園枝垂桜
です。
正式名称は「一重白彼岸枝垂桜」。

大東

理事会報告

弘

第 3 回(9 月)定例理事会
【決議事項】
(1) 市民まつりに於いての
薬物乱用防止キャンペーンについて
９月１４日

午前９時４５分キャラバンカー前集合

盆踊りの警備について
９月１４日

午後５時１０分ステージ前集合

(2) 秋の全国交通安全運動について
９月１９日（金）午前７時３０分駅前デッキ集合
(3) ＦＶＰ事業（ネパール水インフラ改善プロジェクト
予算執行・・・・・承認
(4) 2014-2015

ＦＶＰ特別委員会開催について・・・承認

【報告事項】
クールビズ終了期について

（９月末をもって終了）

2014-15 年度 第 1 回ＦＶＰ委員会が 9 月 2 日（火）例会終了後、
開催されました。

幹事

委員会報告
◎ニコニコ箱

間

紀夫

委員長

・誕生日

自祝

谷中

清孝

君

・誕生日

自祝

大東

弘

君

・誕生日

自祝

中

恒夫

君

・誕生日

自祝

東村

正剛

君

・グルメの会、田川さんお世話になりました

髙島

登

君

・橋本さん、佐藤さん

谷中

清孝

君

小川

芳男

君

杉原

巨峰

君

木村

克己

君

中野

秀一

君

間

紀夫

君

・LINE デビューしました

東野

喜次

君

・田川さんありがとうございました

森岡

信晶

君

山田

伸

君

ありがとう

感謝

・グルメの会、楽しい時間をありがとうございました
・グルメの会

田川キャプテンありがとうございました

財団セミナー欠席

感謝

お詫び

・グルメの会

田川会長

お世話になりました

・グルメの会

田川会長お世話になりました

・大西さん予約ありがとうございました

感謝

感謝

・グルメの会では、大変お世話になりありがとうございました
中島様ごちそうさまでした

感謝

9 月のお花
今月の誕生日花は、秋の気配を感じるお花ケ
イトウをメインで生けさせて頂きました。
ケイトウはニワトリのトサカに似ていること
から「鶏頭」と呼ばれています。花言葉はお
しゃれ、気取りとなっております。
又、グリーンの葉は、山ブドウと呼ばれ、赤
紫のブドウの房のような実が印象的です。生
駒山にも、生息が見られます。
お誕生日おめでとうございます。

◎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「ロータリーの将来を担う新世代」：ロー
ターアクトやインターアクトで活動している若い人たち、青少
年交換学生、RYLA の参加者は明日のロータリアンです。彼ら
を応援することは、われわれの組織全体の未来を応援している
ということになる。
☆特集：新世代のための月間『新世代の未来のために』地域で、
海外で……新世代支援に汗を流すロータリアン…9 月は、若い
人々の育成を支援するすべてのロータリー活動に焦点を当てる「新世代のための月
間」です。学校や図書館、職業訓練施設などの建設を通して海外の子どもたちを支
援する地区やクラブ、体験事業や表彰、スポーツ大会などで地域の子どもたちを支
援するクラブなど、様々な形で新世代を支えるロータリー活動を紹介。
☆ロータリーを未来につなぐ：20～30 代のロータリアンの入会しての感想。
☆世界各地でロータリーデーを：国際協議会でのスピーチ紹介
☆心は共に：各地区、各クラブの東日本大震災支援活動記録記事
☆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―寄付金・財政編―
【縦組みページ】
☆スピーチ：2700 地区・第７グループ IM 基調講演要旨(2014
年 3 月 1 日)：大木町町長

石川

潤一氏の｢環境のまちづくり」、

資源循環のまちづくりに取り組み、まちづくりは行政だけでは
何もできず、地域住民と一緒にやって初めてまちづくりが進む
ものです。無理をせずに地域で出来る事から始めていこうとい
うのが大木町による事業の精神です、と述べている。大木町も
ったいない宣言！
☆わがまち……そしてロータリーは岡山県・真庭市です。「山林を活かすニッポン
のふるさと」真庭 RC 手島靖氏およびメンバーによる、地域の子どもたちと外国人
留学生の交流会と官民挙げてのバイオマス計画等の真庭市の案内記事です。
☆友愛の広場：「アナログ」と「デジタル」
（出雲南 RC より）、親子で国際大会に
参加、米山学友を招いて講演会など。
☆卓話の泉：古代文字の解読、左右考、東海道五十三次など。
☆ロータリーアットワーク：第 2660 地区からは、寝屋川 RC の「創立４５周年を
記念し看板を寄贈」、大阪帝塚山 RC の「恒例、大阪市立敷津浦学園との交流会」
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。

◎親睦委員会

東村

正剛

委員長

来月の 10 月 7 日～8 日に行われます、秋の家族会ですが 1 ケ月前となりました。
新幹線のチケット、東京スカイツリーの予約の関係がございますので今週中に出欠
を事務局までご連絡よろしくお願い致します。
予定しておりました首相官邸も予約が取れ確定しました。尚出席される方は名前、住
所を連絡させていただきますので（セキュリティーの関係上）よろしくお願い致します。
宿泊は東京ステーションホテルでゆっくり過ごして頂きます。
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

8 月 28 日（木）グルメ同好会をポンテベッキオ（西梅田）にて開催！

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

9 月 2 日（火）場所、まんま家於
開催されました。

青少年奉仕委員会の情報集会が

先週の卓話
「

新世代のための月間に因んで
橋本
第１０節

」
正幸

青少年奉仕委員長

新世代奉仕委員会

この委員会は、本クラブの会員が青少年活動の分
野で若い人たちを直接助けたり、或いはまた、彼ら
の価値や潜在能力に対する社会の人々の評価を高
めるよう指導または援助となる計画を立ててこれ
を実践する。
大東ロータリークラブ

青少年奉仕委員会

現状について
青少年の健全育成のための援助として、小学生を対象とした少年野球大会（今年度
参加１２チーム、登録人数（約３８０人）を３５年と中学生を対象（今年度参加者８
２人）とした剣道大会に３０年間取り組んできました。また、６年前から小中学生の
弁論大会（市内小・中学生参加）に援助を行っています。
青少年を取り巻く環境は複雑で、スポーツや文化に対するニーズも多様化するなか
で、クラブの活動方針を見直す時期ではないかと思われます。
検討課題
クラブ会員が減少する中で、新世代奉仕としての継続事業を行うことが、財源的に
厳しくなっている現状があります。クラブでは、今年度国際奉仕の事業としてネパー
ルの学校や施設に安全な水を確保する「水プロジェクト」を行い、青少年に直接援助
を行います。
費用面では、単独事業費を削減しながら継続するのか、地区の事業に協賛するのか、
また、他の奉仕活動とともに事業を行っていくのかのいずれかの方法を検討する時期
だと考えます。
他のＲＣクラブの取り組み
青少年奉仕活動の多くは、ローターアクトやインターアクト、ライラでの活動を実
施されています。また、社会奉仕や国際奉仕と合同でプロジェクトを行い、青少年の
ための活動を行っているケースが多く見受けられます。
単独の活動では、地域の名所旧跡や特産品、交流のある施設などに青少年に関連し
た内容を盛り込み青少年に対する奉仕活動を行っています。

大きな事業では、事業計画を３年から５年間で実施されているケースも見受けられ
ました。
（「ロータリーの友」から抜粋）
合同で取り組むケース
国際奉仕活動の中で、ネパールに学校建設支援活動
有機農法を教え職業訓練をラオスの学生に行う
カンボジアの小学校に図書館書籍を援助
姉妹３クラブで英和辞典寄贈
単独事業
ローターアクト２クラブが共同し、たばこの吸い殻拾い
中高生と道路清掃
これまで交流のある児童養護施設に農園を寄贈
特別支援学校の子どもたちと植栽
バイオリン演奏を子どもたちに聴かせる
高校生を招き茶道体験
高校３年生に職業講話
園児と搾乳体験
小中学生を対象に作文コンクール
高知県

宿毛ＲＣ

新世代活動委員会事業
宿毛幼稚園児と餅つきを行い、新世代活動委員会が提唱している「子どもの四つ
のテスト」の啓蒙活動を行っています。
嘘をつきよらん？
みんなで分け合いよる？
お友達と楽しく仲良くしとる？
みんなが喜ぶ事しよる？
園児の皆さんに復唱してもらっている。

