
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （9 月 16 日）

次週の予定  （9 月 30 日）

◆ 出席報告（9月 9日分） 

会員数 40名 出席数 28名 欠席者 6名 

特定免除 6名 その他免除 0名 

出席率 82.35％ 

 

前々回 8月 19日分 

ホームクラブの出席者 32名  88.89％ 

メークアップの結果 36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 

「手に手つないで」「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 9 月 16 日   No.2264   H25.9.9 (No.2263 の例会記録)     

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 

「新世代のための月間」 

裏面に記載 

「 元気出まっせ体操 」 
担当 大西 寛治 会員

大東市 逢坂 氏

        担当 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



 

先日の日曜日は早朝より、第 35 回大東ロータ

リークラブ旗杯少年野球大会開会式に多数ご参

加下さいましてご苦労様でした。野球を始め今

週はスポーツのニュースが沢山有りました。中

でも今日行われました全米オープンテニス決勝

戦、錦織 圭選手残念ながらクロアチアのチリ

ッチ選手に敗れてしまい世界一を逃してしまいましたが、全米オープンテニス日本

人 96 年ぶりのベスト 4 進出そして準優勝の成績は日本人にとって新たな歴史の始

まりです是非グランドスラムで世界一になって下さい。 

もう一つプロ野球のニュースでは、日本ハムの大谷翔平選手が 10 勝＆10 ホーム

ランと言う日本初となる二桁勝利二桁本塁打の快挙を達成しました。ベーブ・ルー

スの 13 勝 11 本以来これも同じく 96 年ぶりの記録だそうです。ベーブ・ルースと

言えばホームラン 714 本を放った打者として有名です、元々はピッチャーだったと

は全く知りませんでした。身体能力のある選手がアマチュア時代にエースで 4番と

言うのはよく有る事ですから、時代を考えれば有り得る成績かも知れません。そう

考えれば現代の大谷翔平選手はとてつもなく凄い事かも知れません。それにしても

96 年前のアメリカはベーブ・ルースが投げて打って、全米オープンテニスに日本

人が参加して大変スポーツが盛んだったようです。 

経済面では T 型フォードが年間 25 万台生産され自動車の大量生産の時代に突入

しています、日本では大正 7年の事です。産業もスポーツもアメリカは日本より先

を行っていたのかもしれません。大正 7年大阪では松下幸之助氏が松下電器を設立

され、象印マホービンがこの年に創業されています。96 年前のアメリカと大阪で

は全く違うと思いますが、何だかどちらも活気に満ち溢れていたような気がします。

今や日本人の身体能力は充分欧米人と互角になっています、スポーツに於いても経

済に於いてもこれから色々な分野で日本が世界一を勝ち取って行く事を願ってい

ます。 

 

 髙島  登 会長
会長の時間 



            大東  弘 幹事 
 

大阪桐蔭高等学校から第 96 回全国高等学校野球選手権大会優勝のご報告とお礼

状が届いております。 

また、9 月 24 日（水）午後 6 時より、ホテルニューオータニー大阪にて優勝の

「感謝の集い」が開催されます。当クラブメンバーの皆様へ参加のご招待を受けて

おりますので、ご参加の程よろしくお願いします。 

 

 

 

 

◎ニコニコ箱               間  紀夫 委員長 

・結婚記念日  自祝      小林 誉典 君 

・少年野球早朝より、参加ありがとうございました  髙島  登 君 

・少年野球大会参加ありがとうございました   大東  弘 君 

・元気に生活出来る事に感謝 感謝！    大西 寛治 君 

・例会前日迄の欠席無届      堀部 邦夫 君 

・青少年奉仕委員長 野球大会開会式 

早朝よりごくろうさまでした     小川 芳男 君 

・会長ありがとうございました 情報集会に参加して頂き 

ありがとうございました  

・情報集会参加ありがとうございました  

野球大会早朝より参加ありがとうございました 感謝  橋本 正幸 君 

・少年野球大会、橋本委員長 お世話になりました 感謝  木村 克己 君 

・髙島会長ありがとうございました 感謝   中野 秀一 君 

・少年野球大会 髙島会長始球式お見事でした！！  

佐藤さん、中野さん ごちそうさまでした 感謝  東村 正剛 君 

・情報集会 ご苦労様でした  

髙島会長 橋本委員長ごちそう様でした 感謝   空門 満也 君 

・20 年ぶりに体重が 70kg を切りました  

もう少し頑張ってみようと思います    間  紀夫 君

委員会報告 

幹事報告 



◎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米山奨学生、シュレスタ リエさんが例会を訪問されネパー

ルの事、将来の夢について報告をされました。 

 

 

 

 

 

 

 

◎社会奉仕委員会        佐藤 多加志 副委員長 

まず、那覇西ロータリークラブから第３回 CPP（CoralPlantingProject）珊瑚植

え付けプロジェクトのご案内が届いております。沖縄の海に珊瑚植え付け自然を取

り戻そうというプロジェクトです。 

★開催日 ２０１４年１０月１２日（連休中日） 

★参加費 ￥１５，０００ パーティー参加費 ￥５，０００ 

★協賛金 ￥２０，０００（１口）・・・任意です 
 

次に、「広島市北部の土砂災害（平成 26 年 8 月豪雨）」義捐金のお願いが届いてお

ります。回していきますので皆様のご懇情、よろしくお願い致します。 

 

 

◎親睦委員会       東村 正剛 委員長 

秋の家族会の締め切りをさせて頂きました。34 名にのぼる方に参加をしていただ

く事になりました。どうも有難うございました。 

官邸に行く関係上参加者の皆様のお名前、住所、職業等をメールにて官邸に送らせ

て頂きます。また、当日は身分を証明書が必要となります。免許証もしくは保険証

をご持参するようお願い致します。 

そして、9 月 30 日の例会時に新幹線のチケットおよび工程表を配布させて頂きた

いと思います。当日はチケットを忘れないようにお願い致します。 

集合場所等は、後日ご連絡させて頂きます。旅費の方は約 9万円になるかと思います。 



◎ゴルフ同好会       田川 和見キャプテン 

先日 9 月 10 日（水）、本年度第 1 回ゴルフコンペがタラオカントリークラブにて行

われました。参加者 14 名、優勝は東野会員でした。次回は 11 月 19 日（水）奈良

柳生カントリークラブの予定です。 

多数の御参加お願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎青少年奉仕委員会       橋本 正幸 委員長 

先週の情報集会、そして野球大会開会式（始球式）へのご参加ありがとうございま

した。 

つきましては、9 月 23 日に決勝戦が予定されております。詳細につきましては次

回 9 月 16 日例会にてご報告させて頂きますので、是非ご参加して頂けます様お願

い致します。 

 



 



 

「 インターアクト海外研修 」 

 

空門 満也 インターアクト委員長 

大阪桐蔭高等学校 

IAC 顧問 仲谷 浩一 先生 

浦木 道史 先生 

インターアクター 田中 愛也 君 

高原 康平 君 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

海外研修を終えて 田中 愛也 

このインターアクトクラブに入って一年が過ぎ、一番の楽しみであった海外研修に

参加できたことは大きな喜びでした。ただただ海外研修をしに、観光をしに、という

ような心持ちではなく、奉仕の精神を忘れることなく、何かを学ぼう、少しでも成長

しよう、という姿勢で研修に臨むことができ、そのおかげが非常に充実した四日間を

過ごすことができたと思います。では四日間を具体的な活動内容を通して振り返りた

いと思います。 

研修初日は主に台湾や中国の文化を学びました。成人するまでに大学へ進学しなけ

れば軍隊に入らなければいけないという事実にはとても驚かされ、自国との差を強く

感じました。また台湾への旅行客は誰もが行くという故宮博物館を見学させてもらい

先週の卓話 



ました。大胆な絵画や豪華に色付けされた焼物からは大国中国に生きた人々の力強さ

がひしひしと伝わる一方で、顕微鏡レベルの細かい彫刻がなされた作品もあり、中華

民族の繊細さも感じることができました。かなり古いものも美しい状態で保有されて

いるのを見て、歴史的遺産を大事にしていこうとする姿勢にはやはり共通するものが

あるのだなと改めて認識できました。 

研修の中盤からは現地の高校生や大学生と交

流をしました。ここで僕たち大阪桐蔭高校は幹

事校として大きな役割を果たしました。それは

日本を紹介する英語でのプレゼンテーションで

した。発表者それぞれが練習を重ね、日本とい

う国を誇りに思い、日本という国を、その良さ

を知ってもらいたいという強い気持ちで発表で

きたと思います。僕自身、あれ程の人数の前で少しアドリブを入れながら英語でプレ

ゼンをするというのは大きなチャレンジで、自分なりに精一杯できたのは大きな成長

につながったと思います。言わば“積極性”が少しは身に付いたかなと・・・。 

さて、現地の高校生とは台北の駅周辺でレシート集めをしました。台湾では全ての

レシートが宝くじになっているということで、集めたレシートを植物状態にある人々

に寄付すつという活動でした。台湾語で街行く人々に呼びかけるのはとても楽しかっ

たのですが、この活動中に何か違和感を持ったことがわかりました。レシートを寄付

してくれた人が僕たちに「謝謝（ありがとう）」と声をかけてくれたのです。日本で

は中々ないことではないでしょうか。とても慰められました。 

最後に、「奉仕」とは何の見返りも期待せず、わずかでも犠牲を払って行う行為の

ことを指します。自分のする小さなことが、ささいな心がけが、大きな奉仕となって

困っている人々に必ず届くのです。今回の研修を通じて、こういった考えをしっかり

と心にとめることができ、本当の意味での「奉仕者」に一歩でも近づくことができた

と思います。また自分の意見を伝えようとする積極性を身につけることができました。

海外で得たこの成果を今後に生かすことがこれからの課題です。この研修のことを忘

れずに過ごして、「奉仕者」として社会に貢献できる人材になりたいと思います。素

晴らしい四日間でした。 

 



台湾海外研修 髙原 康平 

台湾研修１日目を終え、２日目を迎えました。この日は現地のインターアクターと

の交流の日でした。朝食をとった後、学校へと向かいました。移動中、緊張で胸が一

杯でした。台湾のインターアクターはどんな人達なのか。自分の拙い英語力でしっか

りと会話することができるのか。このような不安から緊張感は大きなものでした。 

  学校に到着すると台湾のロータリアンとインターアクターの方々が歓迎して下さ

いました。お互い感謝の言葉を述べ合った後、お互いの国について紹介し合いました。

我々大阪桐蔭高校は今回の研修の幹事校ということで、パワーポイントを使って日本

の文化や私たちのクラブ活動内容を紹介しました。前もって準備し、たくさん練習し

てきていましたが、英語でのスピーチを大勢の人の前でするという機会が普段ないた

め、非常に緊張しました。台湾からの紹介では、台湾の歴史や文化などを知ることが

できました。ここで日本と台湾の関係の深さを知

ることができました。その後、僕達が、東北大地

震復興の歌「ふるさと」を歌いましたが、練習の

時よりも声が小さく、上手くできなかったのが残

念でした。その後はグループに分かれて交流を深

めました。自己紹介をしたのですが、驚くことに

日本語に堪能な台湾の子がいました。日本のこと

が好きで日本に短期留学したり、学校で日本語の授業を受けているそうです。逆に、

自分が台湾の言葉を知らないことに対して恥ずかしく思いました。 

ゲームをしたり昼食をとった後、台北駅周辺で奉仕活動をしました。通りかかった

方々に僕達は台湾語で呼びかけ、箱にレシートを入れてもらいました。というのも、

台湾ではレシートが宝くじのようになっており裏側に番号が記載されているのです。

これを集め難病の方に寄付するというものです。このシステムはとてもおもしろく、

人々の購買意欲を高める工夫でもあると思い、日本でも取り入れてほしいと思いまし

た。また、台湾の方が僕達に話しかけてくれるなど、とても親切な人が多いなあと感

じました。 

  その日の夜も同じグループ毎にレストランで美味しい夕食をとりました。他のグ

ループの台湾の人達とも話したり、たくさんの写真を撮ったり、とても楽しい一時を

過ごすことができました。 



  丸一日台湾のインターアクターと交流してみて、皆、日本のことが大好きだとい

うことがよく分かり、嬉しく思いました。僕よりも日本の音楽や映画に詳しい人もお

り、驚きました。また、彼らはとても積極的に質問してきたり、コミュニケーション

をとろうとしていました。それに比べると僕達日本人はまだまだ消極的なのかと思い

ましたが、自分なりには英語で話しかけ、大いに異文化に触れることができたのでと

ても良い機会でした。 

思い出に残る貴重な一日となりました。 

 


