
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （10 月 28 日）

次週の予定  （11 月 4 日）

◆ 出席報告（10 月 21 日分） 

会員数 40名 出席数 27名 欠席者 7名 

特定免除 6名 その他免除 0名 

出席率 79.41％ 

 

前々回 10月 7日分 

ホームクラブの出席者 21名  70.00％ 

メークアップの結果 30名 

特定免除  10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 

「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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RI 第 2660 地区 ガバナー   泉 博朗 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 

「職業奉仕月間」 

裏面に記載 

「 ロータリー財団月間に因んで 」 
担当 財団委員会 杉原 巨峰 委員長

ゲストスピーカー 地区ロータリー財団部門補助金小委員会

 四宮 孝郎 委員長

「 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



 

泉ガバナーにおかれましては公私ともにお忙し

い中、ようこそお越しくださいました。本日はガ

バナー公式訪問の日ですので、先程別室にて大東

幹事と共にクラブの現況報告をさせて頂きガバナー

より色々とご意見を聞かせて頂きました。 

当クラブは継続事業を含め多くの事業を行なっ

ている事について今後どの様にして行けば良いかお聞きしました。最近では他のク

ラブでも長期計画委員会を作り、事業の見直し等は単年度では無く長期的な計画を

立てるクラブも有るとの事です。当クラブにおいても考える必要が有るように思い

ます。 

又毎年のテーマでは有りますが会員拡大の件です。本年度の目標は純増 2 名です何

としても達成しなければなりません。泉ガバナーより拡大のヒントを頂きましたので

ここでご紹介します。先ず「ロータリークラブに入会して下さい」ではなく「ロータリ

ークラブを知って下さい」その為にも入会申込書を持参するのではなく、ロータリーの

友を持って行ってロータリーを知ってもらう。次の月も新しいロータリーの友が出

ますので訪問しやすくなる、この方法は会員拡大に大変有効な方法だと思いますの

で皆様も試してみて下さい。 

泉ガバナーとお話をさせて頂きあらためてロータリークラブの勉強をすること

が出来ました、本日はどうも有難う御座いました。 

 

 髙島  登 会長
会長の時間 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

かつてこの地にあった大日庵とい

うお寺には紅白 2本の枝垂桜があっ

たことから「源平しだれ桜」と呼ば

れています。 
現在、紅花（平家）の桜は枯れ、白

桜（源氏）のみが残っています。 
昭和 49 年、町の天然記念物に指定

されました。 

『源平の枝垂れ桜』                    ●日本の桜百選 10    



 

◎ニコニコ箱             東野 喜次 前委員長 

・入会記念日 自祝      上田 正義 君 

・入会記念日 自祝      東野 喜次 君 

・入会記念日 自祝      森岡 信晶 君 

・親睦会欠席 （秋の家族会） お詫び   福富 經昌 君 

・泉ガバナーようこそお越し下さいました   髙島  登 君 

・秋まつり無事終わりました 感謝    大東  弘 君 

・遅刻 お詫び       森山 信一 君 

・秋祭りダンジリ曳行が無事終わりました 感謝  大西 寛治 君 

・東村さん大変お世話になりました ありがとうございました 上田 正義 君 

・山寺にのぼってきました     小川 芳男 君 

・田川委員長、情報集会 おつかれ様でした   木村 克己 君 

・情報集会、職業奉仕田川委員長お疲れ様でした  

髙島会長、大東幹事有難うございました 感謝  東村 正剛 君 

・会長、田川委員長ありがとうございました 感謝  中嶋 啓文 君 

・田川職業奉仕委員長、情報集会ご苦労様でした  

髙島会長、大東幹事ありがとうございました 感謝  空門 満也 君 

・情報集会欠席お詫び      東野 喜次 君 

 

 

◎インターアクト         空門 満也 委員長 
 

11 月 9 日にインターアクトの年次大会が開催されます。皆様のご参加よろしくお

願い致します。 
 

開催日時 ２０１４年１１月９日（日）午前 ９時３０分 登録開始 

                 午前１０時００分 開会 

              午後 ４時００分 終了予定 

開催場所  金光八尾中学校・高等学校 

プログラム  参加インターアクトクラブ活動報告 海外研修報告（DVD 放映） 

      記念講演 「国境を越えて、思いやりあう」 

      グループワーク「家計簿作成ゲーム」 

       文房具の梱包とメッセージカードの作成 

委員会報告 



 

「    ガバナー公式訪問      」 

 

 

 

 

国際ロータリー第 2660 地区 

                     ガバナー 泉 博朗 氏 

 

 

皆様こんにちは、本年度、地区ガバナーを仰せつかりました大阪帝塚山ロータリー

クラブの泉でございます。本日は、敬愛する大東ロータリークラブの皆様方にお会い

できましたこと誠に光栄であります。どうぞよろしくお願いいたします。 

大東ロータリークラブは 1967 年佐藤会員を初代会長として、47 年の長きにわたり

地区にご貢献していただきましたこと、感謝申し上げます。 

2004 年-2005 年には大川会員を、2012 年-2013 年には樋口会員をガバナー補佐とし

て輩出され、東村会員、空門会員にはインターアクト委員会に出向していただき、大

阪桐蔭中学校高等学校インターアクトクラブを提唱していただいておりますこと、高

いところからではございますが、あらためて、お礼を申し上げます。 

本年度ＲＩ会長は台湾台北ＲＣのゲイリーホァン氏でありますが、そのテーマは

LIGHT UP ROTARY（ロータリーに輝きを）であります。地区としてのテーマは「ひ

とりひとりの輝きで、あなたの地域を輝かそう」であります。RI の方針、地区の方

針の詳細につきましては、ガバナー月信７月号を全会員に配布いたしましたので、ご

参照していただきたいと思います。 

ロータリーの基本方針は「親睦」と「奉仕」であります。私は、ＰＥＴＳ、地区研

修・協議会におきまして「親睦は石垣 奉仕は城」と申しました。いくら立派なお城

でも、砂上の楼閣では、やがて崩壊いたします。親睦を基礎とした絆で、より効果の

高い奉仕が実現し、大きな感動を共有することが出来るのです。また奉仕を通じて、

親睦が深まることを多く経験いたしました。親睦を燃料とし、奉仕の炎を燃やしてい

ただきたいのです。「親睦」と「奉仕」の結果、すなはち、「ロータリー活動」の結果、

私たちは何を得るのでありましょうか。それは「寛容の精神」と「信頼感」でありま

す。「親睦」と「奉仕」を通じて、互いに理解し合い「信頼」と「寛容」を感じ合う

わけであります。 

皆様の心に触れる奉仕活動を見つけていただきたいのです、そして、その「奉仕」

を深めていただければいいわけであります。 

「一隅を照らすこれすなわち国の宝なり」という言葉があります。皆様おひとりお

先週の卓話 



ひとりがご自身の周りを照らすことが結果として全体を照らすという考え方であり

ます、まさに「Light up ROTARY」、「ひとりひとりの輝きで、あなたの地域を輝かそ

う」であります。 

次に、「職業奉仕」についてでありますが、職業奉仕とは、「職業をもって社会に奉

仕する」ということです、これは、コンプライアンス、職業倫理を超越した、むしろ、

個人として、ご自身の職業とどの様に向かい合うかという、いわゆる職業観、人生観

に基づく奉仕と考えられないでしょうか。自分の仕事がどのように世の中に役に立っ

ているのかを考えながら、そして、感じながら、仕事を出来るようになることが、ロー

タリアンの目指すべき姿ではないかと思うわけであります。その指針が「4つのテス

ト」であり、「最も奉仕する者、最も報われる」という言葉であります。 

未来は若者によって作られます、そして、若者たちは、私たちを見て、未来を感じて

いるのです。若者の前では、明るい未来、力強い未来を語って欲しいわけであります。 

私たちの地区大会は 12 月 5 日、6 日と行われますが、テーマは「英知を集め未来

を築こう、今 羽ばたこう、未来に向かって」と致しております。地区大会につきま

しては、例年同様全員登録をお願いいたしたいと思っております。全員のご登録と、

ご参加のほどをよろしくお願いいたします。 

本年度は、ゲイリーホァン RI 会長の推奨事業であります「ロータリーデー」の実

施をお願いいたしております。地区といたしましては、2015 年 5 月 5 日のこどもの

日に「ロータリーフェスティバル Light up OSAKA 考えよう子供の未来に出来る

事」と銘打って、中之島公会堂を借り切りまして行う予定であります。 

今年度のもう一つのキャッチフレーズは、「楽しいロータリー、待ち遠しいロータ

リー、わくわくするロータリー」であります。皆様が集うかぎり、楽しくなくてはな

りませんね。いろいろな楽しみを皆さんご自身のクラブの中で見つけてほしいわけで

あります。 

皆様おひとり、おひとりが活性化すれば、自然と英知が集まり、未来を築く力が湧

いてくるということであります。 

貴クラブの皆様は、私たちの仲間であります。また、2660 地区におきまして、な

くてはならない存在であります。共に力を合わせ、意思の疎通をはかり、この伝統あ

る 2660 地区のクラブであってよかった、ロータリアンでよかったと言えるように感

じていただき、今後とも益々のご発展、ご活躍をされることを祈念いたしまして、ご

挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

 



2014 年 10 月 23 日 

大東ロータリークラブ 

会長 髙島 登様 

幹事 大東 弘様 

国際ロータリー第 2660 地区 

ガバナー 泉 博朗 

 

拝啓 秋冷の候、貴クラブの皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

また、平素は地区ロータリー活動にご尽力、ご協力を賜りまして、深謝致しておりま

す。 

さて、先日の公式訪問に際しましては、格別のご高配にあずかりましたこと、誠に

有難く、厚く御礼申し上げます。先ずは心温まるお出迎えに感謝申し上げます。 

私たち地区の目的は皆様のクラブをご支援することであります。 

今年度の RI テーマ「LIGHT UP ROTARY：ロータリーに輝きを」、そして地区のテー

マ「ひとりひとりの輝きであなたの地域を輝かそう」を皆様が実践し、皆様おひとり

おひとりが輝かれ、地域を、そして未来を輝かせることが出来る様に地区委員会、地

区事務局員が一致団結して、役務を全うしたいと考えております。そしてそのことが、

クラブの活性化や会員増強に繋がって行くことを強く念願致しております。 

また貴クラブの奉仕の実践が髙島会長様初め理事役員の皆様方のリードによりま

して、いかんなく発揮されますよう願っております。 

末筆ながら、貴クラブのますますのご発展と、貴クラブ会員の皆様方のご健康とご

多幸を祈念いたしております。 

                  

敬具 

 

 

 

 

※10 月 21 日（火）ガバナー公式訪問され、卓話をして頂きました泉 博朗ガバナー

よりお礼状が届いております。載せさせて頂きました。 


