
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話 （10 月 21 日）

次週の予定  （10 月 28 日）

◆ 出席報告（10 月 14 日分） 

会員数 40名 出席数 33名 欠席者 2名 

特定免除 5名 その他免除 0名 

出席率 94.29％ 

 

前々回 9月 30日分 

ホームクラブの出席者 28名  80.00％ 

メークアップの結果 35名 

特定免除  5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？ 
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OSAKA JAPAN 
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ニコニコ箱 

平成 26 年 10 月 21 日   No.2268   H25.10.14 (No.2267 の例会記録)  

 ゲストスピーカー （元米山奨学生）付翠紅 さん

 
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 

「職業奉仕月間」 

裏面に記載 

 

泉ガバナー 公式訪問 

「 米山月間に因んで 」 

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



 

先週は大変多くのメンバーそしてご家族と

秋の家族会を開催することが出来ました。東村

親睦委員長はじめ親睦委員会の皆様には大変

お世話になりありがとうございました。歴史あ

る東京ステーションホテルに宿泊し、東京の名

所そして総理大臣官邸を見学させていただい

た二日間は忘れることのない思い出になるでしょう。台風が前後して来ていたにも

関わらず二日とも晴天に恵まれ、帰りの新幹線では車窓から滅多に見ることが出来

ない月食ショーまで見ることが出来ました。これもひとえに東村親睦委員長の日ご

ろの行いが良かったからでは無いでしょうか、又今回お世話戴いた北川先生色々と

ありがとうございました。 

新幹線と言えば今月 10 月 1 日で開業 50 週年を迎えました、昭和 39 年東京オリ

ンピック開催のわずか 10 日前です。東京大阪間を予定通りの工期で竣工するのに

どれ程の突貫工事があったのでしょうか、おそらく現代では考えられないような事

もあったのでは無いでしょうか。その頃自分は新幹線と言う言葉を知らず夢の超特

急と呼んでいました、小学生の頃自転車に乗って夢の超特急を見に行ったことを今

でも覚えています。おそらく同年代の方はいつまでも心の中では新幹線では無く夢

の超特急だと思います。今度はいよいよ 2020 年東京オリンピックとリニア新幹線

の出番です、未来の夢のように思っていましたがもうすぐです。近い将来みんなで

リニア新幹線に乗って東京へ家族会に行くことが出来れば大変楽しい事だと思い

ます。 

今回の家族会ではご参加下さいました、メンバー、ご家族、そして親睦委員会の

皆様ありがとうございました。 

 髙島  登 会長
会長の時間 



大東  弘 幹事 

 

＜理事会報告＞ 

【議  題】 

1. 秋の家族会決算報告について・・・・・承認 
  
2. 弁論大会予算執行について・・・・・・承認 

日時 11 月 11 日（火）  

場所 サーティーホール 
 

3. 例会場、ピアノの調律について・・・・承認 

尚、ピアノの所有権の所在を明確にする。 

【報告事項】 

   ＦＶＰ特別委員会より、9 月 2 日開催の第１回目委員会について 

 

 

 

幹事報告 

今月のお誕生日花は、ハロウィン月ということで、

お化けっぽく奇妙な花でアレンジ致しました。 

フォックスフェイス、キツネの顔に似た実をつける

枝に、クラゲの様なオレンジの花はピンクッション。

毛虫の様なグリーンの花はモルセラに、百合の仲間

でグロリオサなど全て奇妙な形をしてませんか？ 
 

＜花言葉＞ 

フォックスフェイス－真実 

ピンクッション－いつでも成功を 

グロリオサ－頑強 

モルセラ－希望、信仰 

お誕生日おめでとうございます。 

10 月のお花 



 

◎ニコニコ箱               間  紀夫 委員長 

・誕生日 自祝    樋口 秀和 君  森山 信一 君 

       小川 芳男 君  中野 秀一 君 

      中嶋 啓文 君  安田 智洋 君 

・結婚記念日 自祝   樋口 秀和 君  角井 吉彦 君 

       堀部 邦夫 君  松原 清一 君 

       大東  弘 君  中野 秀一 君 

・親睦会欠席 （秋の家族会） お詫び 角井 吉彦 君  加藤 敏明 君 

       森山 信一 君    木田 眞敏 君 

       大西 寛治 君  西條 義昭 君 

       上田 正義 君  堀部 邦夫 君 

松原 清一 君        小林 誉典 君 

       間  紀夫 君  森岡 信晶 君 

       安田 智洋 君      中野 隆二 君 

・秋の家族会では皆様お疲れ様でした    髙島  登 君 

・家族会参加ありがとうございます 感謝   大東  弘 君 

・家内が皆さんに親切にして頂いて楽しい旅となりました  

写真ありがとう 感謝      大川 真一郎君 

・髙島会長、大東幹事又東村親睦委員長、親睦委員会の皆さん 

色々とお世話になり有難うございました 感謝   藤本 和俊 君 

・家族会、親睦委員長、委員会のみなさんありがとうございました 小川 芳男 君 

・東村委員長お疲れ様でした 旅行社としてありがとうございました 大矢 克巳 君 

・東村会員、大矢会員 秋の家族会欠席申し訳ございませんでした 橋本 正幸 君 

・秋の家族会、会員皆様ありがとうございました  

東村親睦委員長ご苦労様でした     杉原 巨峰 君 

・東村委員長、秋の家族会お世話になりました 感謝  木村 克己 君 

・秋の家族会、髙島会長はじめ会員、そして奥様のご参加有難うございました  

おかげ様で無事終える事が出来ました  

次回クリスマス会も宜しくお願いします 感謝   東村 正剛 君 

・家族会お疲れ様でした 親睦委員会の皆様 ご苦労さまでした  

有意義な日を過ごさせていただきました  

会長・幹事ありがとうございました 感謝   中嶋 啓文 君 

委員会報告 



・家族会大変楽しく過ごせました 東村委員長お疲れ様でした 空門 満也 君 

・秋の家族会、会長、幹事、親睦の委員長をはじめ 

皆様ありがとうございました     東野 喜次 君 

・韓国研修に行かせて戴きました        

例会前日迄の欠席無届         中野 隆二 君 

 

 

 

 

 

◎親睦委員会         東村 正剛 委員長 

10 月 7～8 日の秋の家族会に多数の会員、ならびにご家族の皆様にご参加いただき

誠にありがとうございます。 

次回クリスマス会も親睦委員会、全力をもっておもてなしをさせて頂きますのでご

参加よろしくお願い致します。 

 

 

◎米山奨学委員会        米山奨学生 シュレスタ リエさん 

米山奨学生のシュレスタ リエさんが例会を訪問、先日の米山オリエンテーショ

ンでの事など近況報告をしていただきました。 

 



 

「 職業奉仕月間に因んで 」 

 

担当 田川 和見 職業奉仕委員長 

ゲストスピーカー （元米山奨学生）付翠紅さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

元米山奨学生近況報告 

皆様、こんにちは、無沙汰しております。皆様とまた会えることをとても楽しみに

していました。私のことを知らない方がいると思いますので、まず、自己紹介をさせ

ていただきたいと思います。 
 

私は大阪国際大学大学院 2回生の時、2012 年 4 月から 2013 年 3 月まで米山奨学生

として、本クラブ大東ロータリークラブで 1年間お世話になっていました付翠紅と申

します。出身は中国の山東省です。どうぞ宜しくお願い致します。 
 

現在は当時米山奨学金委員長田川様が紹介して下さった東大阪にある紙器・紙工機

械メーカーで勤めております。今年は 2年目です。そもそも私の夢は日本語の教師に

なることでした。しかし、新卒の自分が本当に教師になれるのかなと自問しました。

そして、卒業する寸前、意思を変えました。やはり日本の会社に入っていろんなこと

を勉強すべきだと思いました。それから、就職活動に参加しましたが、思うように行

けなくて初めて就職というのがそんな簡単な事ではないことを知りました。ちょうど

行き詰まった時、田川様の御知り合いが中国と関係のある会社なので、その会社を紹

介して下さったのです。普段私のことについてあんまり口を出さないですが。実は心

から心配して下さることに感激で、胸がいっぱいになりました。ほかの方々からも就

職についてのアドバイスなどを沢山いただきました。大東ロータリーの皆様に恵まれ

て本当に良かったです。改めて感謝の気持ちを込めてお礼を言わせていただきます。

皆さま、本当にありがとうございました。 

先週の卓話 



さて、これから私が勤めている会社と仕事の内容について簡単に紹介したいと思います。 

私が勤めている会社の社名は日光エンジニアリング（旧日光製作所）です。この会

社は 50 年余りの歴史のある紙器・紙工機械製造販売メーカーです。高速自動平盤打

抜機（図１）、大型段ボール用自動フォルダグルアー（図２）、高速自動窓貼機（図３）、

セミオートワンタッチグルア（図４）など多種多様な機械を製造し、販売しておりま

す。また、ユーザーの要望により、海外での生産システムを設けております。 
 

 

 

 

 

 

 

図１                  図２  

 

 

 

 

 

 

 

図 3                  図 4  
 

次、私の仕事内容について 

私は電話対応、伝票管理、部品の仕入れ、出荷、翻訳など事務処理の仕事をしてい

ます。初めて社会に入った私にとってはいずれも難しいですが、その中で一番苦労し

ましたのが電話対応のことです。最初に受話機を取った時の気持ちはいまでもはっき

り覚えています。緊張しすぎて相手の社名を全然聞き取れなく、汗をいっぱいかきま

した。特に外来語やアルファベットからつけた社名に対して、本当に頭が痛くなりま

した。また、日本語の五十音の中で“ム”と“ブ”“ツ”と“ス”など発音が近いた

め、何度も聞いても区別できませんでした。仕事がスムーズに出来るようになんとか

しないと思いました。それで、仕入先とよく掛ってくる得意先の社名を暗記すること

にしました。あんまり賢い方法ではないけど、結局、役に立ちました。だんだん耳が

慣れてきて、落ち着いて対応できるようになりました。 



次、ローターアクトと米山奨学生学友での活動について  

クリスマス会 

これは、大阪府立中央図書館わんぱく文庫で開いたクリスマス会です。このクリスマ

ス会で、目が不自由の子供たちに点字クリスマスカードを渡した時、子供たちはとても

喜んでくれました。子供たちの無邪気な笑顔で本当に癒されます。みんな可愛いです。

こういう恵まれてない子供たちにできることならなんでもしてあげたいと思いました。 

    

 

 

 

 

 

 

中国水餃子教室 

今年の 2月、ちょうど中国の旧正月なので、中国水餃子教室を開きました。なぜ中

国お正月に餃子を食べるのかを紹介しました。左下の写真のように銀で作られたお金

です。餃子はこの銀のお金に似ているため、新しい一年を豊かに生活できるように、

餃子にその願いがこめられたと言われています。ほか、いろんな説があるそうですが、

ひとことで言うと縁起のいいものです。なので、中国お正月、大晦日の夜、水餃子を

食べる習慣となっています。ちなみにこの習慣は全国ではないです。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2660 地区ローターアクト地区年次大会 

地区大会の内容に関しては、昨年の活動報告、満 30 歳の卒業生の修了証書の授与

式と今年度のテーマ及び活動内容でした。この地区大会のおかげで、沢山の友達もで

きました。 

 

わんぱく文庫遠足 

この写真は、5 月に目が不自由の子供たちとその家族の方々と六甲山にあるオルゴ

ール演奏 六甲オルゴールミュージアムで取った写真です。オルゴール演奏を聞いた

り、簡単なオルゴール作りの体験をしたりしました。一見簡単な仕組みですけど、本

当にいい音を作るのがとても難しかったです。 

 

 

 

 

 

 

 

米山感謝祭 

米山感謝祭はすべて現役奨学生たちが企画し、実行したイベントです。みんなこう

いう形でロータリーアンの方々に感謝の意を表しています。来年の三月にも行うので、

ぜひ皆さまご参加を宜しくお願いします。お待ちしております。 

 

   

 

 

 

 

 

 

米山奨学生学友会総会 

昨年度米山学友大集合につき、今年のテーマは飲水思源にしました。物事の根本を

忘れないことです。私たち米山奨学生・学友は米山奨学金制度がなければ、ロータリー



との出会いもないです。ですから、今年は飲水思源テーマで、朗読劇の形で米山梅吉

様の一生を語りました。今回この劇を通して米山梅吉様についてのこともっとわかる

ようになりました。  

 

 

 

 

 

 

 

 宝塚観劇 

宝塚歌劇を観劇したのが今年三回目です。

一昨年はジンで、去年は風と共に去りぬ、今

年はパックです。本当に観賞するたびに感動

されます。今年は、宝塚歌劇の 100 周年です。

100 続けているのがすばらしいことと思いま

す。5 組のミュージカルを全部観賞したいの

で、来年も行きたいと思いました。  

 

以上、米山奨学生を修了した後 1年半の仕事、ローターアクトと米山奨学生学友で

の活動内容でした。ご清聴をありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

樹齢 1500 年余りの天然記

念物の淡墨桜。毎年 4 月 10
日前後に満開になる桜は、 
つぼみの時は薄いピンク

色、満開時には、白、散り

際には淡い墨を引いたよう

に変化する。 

『根尾谷淡墨桜』                     ●日本の桜百選９     


