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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 27 年 1 月 6 日
今週の卓話

（1 月 6 日）
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」
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次週の予定
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芳男委員長

◆ 出席報告（12 月 16 日分）
40 名

特定免除

出席数

出席率

5名

30 名

その他免除

大阪リバーサイド RC

「ロータリー理解推進月間」

欠席者

5名

0名

85.71％

ニコニコ箱

ホームクラブの出席者
メークアップの結果
特定免除

6名
0名

26 名

76.47％

34 名
その他免除

修正出席率

高濱

「我等の生業」
「四つのテスト体操」

前々回 12 月 2 日分

欠席者

H26.12.16(No.2275 の例会記録)

ロータリーソング

先週の例会報告
会員数

ゲイリー C.K. ホァン

今月のテーマ

ロータリー理解推進月間に因んで
小川

国際ロータリー会長

ビジター

（1 月 13 日）

ロータリー情報委員会

地域と ともに輝きを」

0名

100.00％

裏面に記載

昌次

氏

髙島

登

会長

会長の時間
＜前期を省みて＞
先週はクリスマス家族会に多数のご出席を頂き、
ありがとうございました。皆様のお陰で無事半年
間の事業を終了する事ができました。
本年度最初の事業は７月に行われました、第 30
回四條畷警察署管内中学校対抗剣道大会でした。
賛否両論ありましたが、30 回と言う節目でしたの
で今回で終了させて頂きました。継続事業のあり方について議論された事は、今後
のロータリー活動に生かして行きたいと思います。
８月はインターアクト海外研修が行われました。今年は大阪桐蔭が主管でしたの
で、多数のメンバーと参加致しました。今年の海外研修は台北で行われましたので
スワンシーロータリークラブよりガバナーが来て頂き、有意義な交流をする事が出
来きたのは良かったと思います。
９月は大東ロータリークラブ旗争奪少年野球大会が行われました。年々技術の向上
が見られます。当クラブの事業が青少年健全育成のお役に立てれば大変嬉しいことだと
思います。同じく９月に市民まつりに於いて薬物乱用防止キャンペーンを行いました。
１０月は秋の家族会、東京への 2 日間はすばらしい旅行となりました。
１１月は大東市小中学生弁論大会が開催され、小中学生の弁論のレベルの高さに
は驚かされました。プロのアナウンサー顔負けです。入賞された方の将来がとても
楽しみです。
そして、先週のクリスマス家族会で前期の事業がすべて終了致しました。半年間
会長を務めさせて頂いて改めて皆様のご協力に感謝申し上げます。理事・役員、各
委員長、そしてメンバーの皆様のお力をお借りして後半の半年、海外も二度予定し
ていますので、今までどおりのご指導ご協力の程、宜しくお願い致します。

委員会報告
◎ニコニコ箱
間
紀夫 委員長
・誕生日 自祝
加藤 敏明 君
・結婚記念日 自祝
木田 眞敏 君 木村 克己 君
・在籍 自祝
池田
實 君 加藤 敏明 君 西條 義昭 君
・在籍 自祝
藤本 和俊 君 中
恒夫 君 橋本 正幸 君
・在籍 自祝
木村 克己 君 中野 秀一 君 東村 正剛 君
・クリスマス家族会欠席 お詫び
池田
實 君 加藤 敏明 君
・クリスマス家族会欠席 お詫び
森山 信一 君 木田 眞敏 君
・クリスマス家族会欠席 お詫び
西條 義昭 君
・クリスマス家族会お疲れ様でした 前期半年間皆様ご協力ありがとうございました
写真ありがとうございました
髙島
登 君
・クリスマス例会参加ありがとうございます
写真ありがとうございます 感謝
大東
弘 君
・間先生ありがとう 感謝
岡本 日出士君
・東村委員長並び親睦委員会の皆さんありがとうございました
藤本 和俊 君
・樋口先生写真ありがとうございました
東村委員長、親睦委員会の皆様ごちそう様でした
上田 正義 君
・クリスマス家族会、東村親睦委員長、杉原副委員長、委員のみなさん
楽しいクリスマス会をありがとうございました
写真ありがとうございました
小川 芳男 君
・クリスマス家族会お疲れ様でした
中
恒夫 君
・ネパールの下見により例会欠席
橋本 正幸 君
・クリスマス家族会 委員長始め委員皆様ありがとうございました
杉原 巨峰 君
樋口先生写真ありがとうございます 感謝
・東村委員長楽しいクリスマス家族会をありがとうございました 木村 克己 君
・クリスマス家族会皆様有難うございました 感謝
東村 正剛 君
・クリスマス会ご苦労様でした 東村委員長、
親睦委員会の皆さんありがとうございました 感謝
樋口先生いつも写真をありがとうございます 感謝
中嶋 啓文 君
・クリスマス家族会 東村委員長、杉原副委員長お疲れ様でした
また、会長・幹事ありがとうございました
今年は皆様ニコニコにご協力ありがとうございました
来年も宜しくお願い致します
間
紀夫 君
・クリスマス家族会皆様ありがうございました
東野 喜次 君
・クリスマス家族会お疲れ様でした
東村委員長ありがとうございました
森岡 信晶 君
・クリスマス会お疲れ様でした
東村委員長、杉原副委員長ご苦労様でした 感謝
山田
伸 君
・クリスマス会ありがとうございました
中野 隆二 君

◎親睦活動委員会
東村 正剛 委員長
12 月 9 日のクリスマス会にはたくさんの会員の皆様、奥様、およびお子様のご参
加を頂き、成功裏に終わることが出来ました。有難うございました。
あと半年、会長・幹事のもと 親睦一同頑張ってまいりますので、よろしくお
願い致します。
◎ロータリー財団委員会
杉原 巨峰 委員長
ロータリー財団の年次寄付 15,000 円とポリオのための寄付 5,000 円の請求書を先
月ポスティングさせて頂きました。再度のお願いとなりますが、寄付の方よろしくお
願い致します。
◎国際奉仕委員会

木村

克己

委員長

前回のクリスマス例会にてまずは日程（２月４日～９日）のご報告をさせて頂きま
した。本日は、行程表をお配りしております。メインは６日間コースとさせて頂きま
す。４日の１１時便で関空を出発し、バンコクにて前泊。翌５日午後カトマンズ到着
（現地時間）。その日の夜はカトマンズ西 RC のメンバー
と会食。翌６日午前中に学校及び職業訓練施設にて贈呈
式。午後は観光。翌 7 日は１日観光（オプショナルツア
ーでヘリコプターによる遊覧飛行有り）。翌８日の１３時
５０分便でバンコクへ。バンコクにて約５時間のトラン
ジットを経て２３時１５分便で関空へ。翌９日朝６時２
５分関空着の４泊６日の予定です。少し短い日程をお望み
の方の為に、出発を１２時間遅らせて４日から５日になる
午前０時３０発の５日間コース、更にカトマンズ泊を一泊
少なくした２泊４日コースもご用意しております。
先日の第２回視察の折には、学校及び職業訓練施設の
浄水設備設置の状況確認、カトマンズ西 RC との会食、
そしてオプショナルツアーも体験して参りました。エベ
レストまでは行きませんでしたが、カトマンズ空港を飛
び立って約２５分で標高 3,700m の村へ着陸。そこから
も四方に５千 m 級、６千 m 級の山々が見渡せ、一同感
動して参りました。
本来であれば既に設備は出来上がっておりますので、すぐにでも贈呈式を行うべき
なのですが、ネパールの気候は１２月と１月が１年で最も寒いと云われておりますの
で、最も気候の良い２月に式典を企画致しました。
これから年末年始が絡み、チケットの手配もございますのでご参加頂けるメンバー
の方はお早めにご一報ください。一人でも多くのメンバー皆様のご参加をお待ちして
おります。
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テーマに掲げ会

員数 39 名でスタートした本年度は、予定者段階か
ら、会計をはじめ理事役員の皆様にはご苦労いた
だき、クラブライフの快適さを下げることのない
ように配慮しながらも、一方では厳しい予算組の
元で、事業計画を立てて頂き、会員皆様方のご理解とご協力を頂きながら半年が経と
うとしております。
理事会におきましても、各議案に対して理事・役員の皆様から建設的なご意見を頂
きながら奉仕事業を遂行しております。
私達大東ＲＣはこの半年間で、中学校対抗剣道大会をはじめ 9 の奉仕事業を行うと
共に４回の情報集会と、秋とクリスマスの２回の家族会また、ゴルフ同好会・グルメ
同好会等と本当に沢山の行事をアクティブに活動していただく会員皆様方ともに奉
仕・親睦

活動が出来たことを感謝いたします。

そして、年が明けると後期が始まります、大きな奉仕事業がまだまだ予定されてお
りますので多くの参加・ご協力を宜しくおねがいします。
叉、１月には二人目の新入会員が入会されます。課題である会員拡大にも皆様の一
層のご協力を合わせておねがいします。

◆クラブ奉仕委員会

小川

芳男

委員長

本年度、会員の皆様に於かれましては、大東ロ
ータリークラブの各事業にご参加ご協力を頂きま
して誠に有難うございます。感謝申し上げます。
７月にスタートした本年度は、先週のクリスマ
ス例会まで、各委員会の皆様が、ご尽力され素晴
らしい事業を残してこられました。委員長そして
委員の皆さま心より感謝申し上げます。５０周年という大きな節目の年度まであと数
年という時期になりましたが、本年度のクラブ奉仕委員長としての卓話をさせて頂い

たときに、役員人事の件、新入会員の件、いくつかのご提案をさせて頂きました。御
一考頂ければと思っております。あと半年多くの事業が、残っております、前期以上
のみなさまのご協力をよろしくお願い致します。
◆職業奉仕委員会

田川

和見

委員長

本年度、髙島会長のテーマである「地域と共に輝きを」を基本理念に、地域に職業
奉仕という意味でもあり、私が就職を紹介した米山奨学生であった付翠紅（フ スイ
コウ）さんに卓話をしてもらい、日本のよさを母国でもある中国や他の米山奨学生に
も日本の文化を広めてもらえるようになりました。今年度のシュレスタ・リエさんも
来年から日本の小学生の先生として頑張るそうです。
来年４月７日には春の家族会があります。皆様の参加よろしくお願いします。
◆社会奉仕委員会

大矢

克巳

委員長

年間の社会奉仕委員会の活動としましては、ほぼ
終わっております。
内容としましては、共同募金への参加は皆様から
の会費より納めさせて頂きました。大東市立療育
センターへの年 4 回の慰問品贈呈は夏祭りと運動
会、クリスマス会と 3 回させていただいておりま
す。そして、12 月の１週目、クリスマス家族会の
際には会員皆様のご協力いただきました歳末助け合い募金は集計が終わりしだい市
の社会奉仕協議会の方へ持参したいと思っており、使用用途を含めご報告させていた
だきます。秋の全国交通安全運動早朝街頭キャンペーンへの参加、大東市民まつりの
実行委員としての参加（薬物乱用キャンペーン配布物の配布）をさせて頂きました。
夜間例会と情報集会においては、ロータリーについて自身の知識不足を痛感いたしま
した。後半ではそのことも含め挽回できるよう頑張りたいと思っていますのでどうぞ
よろしくお願い致します。
◆国際奉仕委員会
国際奉仕委員会の前期の活動につきましては、ま
ず８月５日～８日の日程で行われましたインター
アクトクラブ台湾海外研修の折、現地にて雙渓 RC
の高石(Stone)さん達と会い、来年４月２３日に予
定されております、雙渓 RC 周年に当クラブが参
加させて頂く件、打合せを行いました。本年度雙

木村

克己

委員長

渓 RC より 3520 地区ガバナーとして林谷同(Audi)氏を輩出されている事も有り、大
勢でお祝いに駆けつけたいと考ております。メンバー皆様のご参加をお願い致します。
11 月 25 日には当クラブ例会に高石(Stone)氏が参加され、当日の夜は会長• 幹事、
橋本委員長、佐藤委員長と共に、Stone さん夫妻と懇親を深める事ができました。
その折に本年 WCS 事業の計画書を預かっております。ブラジル、アマゾンにて総
額２０，０００ドルの「希望農場計画」を実施予定と聞いております。詳細につきま
しては計画書の翻訳が出来次第皆様にもご報告させて頂きます。
FVP 事業につきましては、第１回９月２日、第２回１１月２５日の FVP 特別委員
会を経た後、１２月１日〜５日の日程で中野 SAA、橋本委員長、佐藤委員長の４名
にて第２回目のネパール視察に行って参りました。学校及び職業訓練施設の浄水器設
置状況等の確認、カトマンズ西 RC との交流、オプションツアーであるヘリコプター
での遊覧飛行も体験して参りました。
本来であれば、既に設備については完成しておりますので、すぐにでも贈呈式を実
施するべきですが、ネパールの気候は１２月、１月が１年のうちで最も寒い冬になり
ますので、一番気候の良い２月４日〜９日の日程で当クラブ事業としてのネパール訪
問を企画しております。
一人でも多くのメンバーの皆様のご参加をよろしくお願い致します。

◆青少年奉仕委員会

橋本

正幸

委員長

青少年の健全育成のための援助を、小学生を対象
とした少年野球と中学生を対象とした剣道大会に
３０年以上取り組んできました。また、５年前から
小中学生による弁論大会に援助を行っています。
青少年のスポーツや文化に対する取り組みが多
様化するなかで、現在の奉仕活動を再度検討する
時期でもあり、新規会員が減少し限られた予算を
どうのように活用していくのかを念頭に置きながら事業に取り組む必要があると考
えます。
９月の新世代のための月間に因んで情報集会を行い、これまでの青少年奉仕委員
会の活動や今後の活動について意見を伺いました。
○他クラブについては、ライラなどに協賛している。当クラブにおいてもこれま

での事業を見直す必要があるのではないか。
○クラブ全体の事業について、他のクラブや地区の方針などを参考にして、長期
的展望に立って検討する必要がある。
○インターアクトやローターアクトの方針は、奉仕の精神を養いこれからのロー
タリアンとして育成するとされている。この意義を踏襲していれば、どのような事業
を行ってもいいのではないか。
○継続事業が多いように思う。次世代の子どもたちに影響を与えることが重要で
はないか。インターアクトクラブの桐蔭高校と協力できるような事業を検討すればい
いのではないか。
○クラブで多くの事業を行っているが、それぞれの委員会で事業を行うことに疑
問を感じる。毎年同額予算、内容も同じこのような事業が必要とは思わない。インタ
ーアクトクラブと早朝のゴミ拾いなど、事業の方法を検討する。
○青少年への奉仕活動は重要です。インターアクトクラブの活動がたくましく参
加していると喜びを感じる。剣道大会では、ロータリアンが設営等を行っていたこと
から負担となっていた。野球大会と弁論大会でいいのではないか。
○何年も同じことを繰り返すことは、活動にとっていいことではない。何か工夫
をして活動することが大切ではないか。
実施事業
第３０回四條畷警察署管内中学校対抗剣道大会

７月２２日（火）

第３５回大東ロータリー旗争奪

青少年野球大会

第７回大東市小中学生弁論大会

１1 月１１日（火）

『泰雲寺のしだれ桜』

９月７日（日）２３日（祝）

●日本の桜百選 13

温泉町泰雲寺の枝垂れ桜は 250 年を
超えるといわれており、しだれ桜の
高さは１５ｍ、目通幹廻り５．２５
ｍあり西日本で最大の大きさを誇
り、全国でも６番目の大きさです。

所在地

兵庫県新温泉町竹田町

グローバル補助金奨学生 宮尾

真梨子さんより、年末のご挨拶および近況報告が届

いておりますので載せさせて頂きます。

大東ロータリークラブ
ロータリアンの皆様
大変ご無沙汰いたしております。
昨年度、大東ロータリークラブよりグローバル奨学生としてアメリカにて留学してお
りました宮尾です。
日本は例年になく寒い日が続いていると伺っておりますが、皆様お変わりなくお過ご
しでしょうか。
さて、この度、無事にモントレー国際大学院を卒業いたしましたのでご報告させてい
ただきます。グローバル奨学生として送り出していただいてから 1 年間半、日本、そ
してアメリカのロータリアンの方々をはじめたくさんの方のご支援とご協力を頂き
ながら、こうして卒業の日を迎えることができましたこと、大変感謝しております。
初めての海外生活、大学院留学生活は慣れないことが多く、毎日が自分への挑戦の連
続で、ハードルが高いな、と感じることもたくさんありましたが、そのハードルを越
えていく度に新しい気付きと新しい楽しみが芽生えるのを実感いたしました。
その新しい発見と楽しみを実感する度に、留学してよかったと本当に身に染みて感じ
ました。
今後は、アメリカで Optional Practical Trainig を利用し、大学院で習得したものを活
かせる分野において働く予定です。仕事先が決まれば、一度ご報告のためにも帰国を
予定しておりますので、その時に皆様にお会いできることを楽しみにしております。
また、帰国の際はご連絡させていただきます。
くれぐれもお身体にお気をつけくださいませ。
良いクリスマス、お正月をお迎えください。
PS 添付は卒業式の写真です。
念願の！ガウンをきての卒業式、でした。

２０１４～２０１５年度
●第５回クラブ協議会のお知らせ●
第５回クラブ協議会を下記の通り開催いたします。
次年度の理事・役員・委員会委員長の皆様はご出席下さいます様、お願い申
し上げます。
日
時
２０１５年１月 13 日（火） 例会後～
場

所

市民会館

４階

大会議室（例会場）

＊ご都合の悪い方は、副委員長の出席をお願い致します。

