
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （2 月 3 日）

次週の予定  （2 月 10 日）

◆ 出席報告（1月 27 日分） 

会員数 41名 出席数 32名 欠席者 3名 

特定免除 6名 その他免除 0名 

出席率 91.43％ 

 

前々回 1月 6日分 

ホームクラブの出席者 32名  93.75％ 

メークアップの結果 34名 

特定免除  6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 

「それでこそロータリー」「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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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 

「世界理解推進月間」 

裏面に記載 

「 世界理解月間に因んで 」 

 国際奉仕委員会 木村 克己 委員長

「ゆめのたね放送局から始まる 
『御縁・応援・貢献』とは」

ゲストスピーカー  ゆめのたねパーソナリティー
岡田 尚起 氏・佐藤 大輔 氏

担当           安田 智洋 会員



 

先週の土曜日は、大阪桐蔭高等学校第 30

期生卒業式にインターアクトクラブ空門委

員長と出席して来ました。今年の卒業生は 3

年前大阪桐蔭野球部が春の選抜で優勝を決

めた日に入学されたそうです。そして、卒業

の前日に野球部の選抜出場が決まりました。

今年は 746 名が卒業され送辞、答辞の場面ではおもわずもらい泣きをしてしまう

程素晴らしい卒業式でした。森山先生におかれましては、第 30 期生の御卒業それ

に春の甲子園出場決定大変おめでとうございます。 

日曜日は大東市スポーツ少年団新年交歓会に大東幹事と参加して来ました。今年

も大東ロータリー旗争奪少年野球大会を楽しみにされていますので東村次年度委

員長、宜しくお願いします。 

さて、最近テレビのニュースでは連日テロによる日本人人質事件が放映されてい

ます。許しがたい暴挙であり腹立たちささえ感じます。この事件が今後どのように

進むのか大変心配でなりません。今、日本は少子高齢化社会へと向かい近年貿易赤

字が拡大しています。日本人が今まで以上に海外へ出て行かなくてはならない時代

に大きな妨げとならないでしょうか、今後の国際社会に於いて日本人が活躍して行

く上でマイナスとならないよう事件が終息してくれる事を強く望みます。 

 

 

 髙島  登 会長会長の時間 

 
２０１４～２０１５年度 

 

国際奉仕・親睦情報集会のお知らせ 
 

 情報集会を下記の通り開催いたします。 

 ご出席の程お願い申し上げます。 
 

日  時  ２０１５年２月２４日（火） １８：００～ 

場  所  まんま家  

会  費 ５,０００円  
 



 

◎ニコニコ箱               間  紀夫 委員長 

・入会記念日 自祝       谷中 清孝 君 髙島  登 君 

・入会記念日 自祝       福富 經昌 君 小川 芳男 君 

・入会記念日 自祝     松原 清一 君 小林 誉典 君 

・入会記念日 自祝       東村 正剛 君 

・大阪桐蔭選抜出場決定おめでとうございます   髙島  登 君 

・大阪桐蔭選抜出場決定おめでとう     大東  弘 君 

・感謝        西條 義昭 君 

・大阪桐蔭甲子園出場決定おめでとうございます   小川 芳男 君 

・佐藤会員 橋本会員 大変お世話になりました   木村 克己 君 

・親睦活動委員会 新入会員歓迎会 欠席お詫び   東村 正剛 君 

・大阪桐蔭高等学校卒業式参加させていただきました  

非常に感動的でした 感謝     空門 満也 君 

・親睦会ありがとうございました 帰りは空門さん、安田さん、吉村さん 

御迷惑をおかけしました      間  紀夫 君 

・池田さん日曜日ありがとうございました    東野 喜次 君 

・親睦お疲れさまでした！      森岡 信晶 君 

・親睦会ありがとうございました 感謝    中野 隆二 君 

・親睦会大変ありがとうございました 感謝   吉村  茂 君 

委員会報告 

地区より空門会員に地区インターアク

ト副委員長の委嘱状が届きました。 



 
谷中会員 第 5 回功労者  加藤会員 第 5 回功労者 

東村会員 第 1 回功労者 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

米山特別寄付感謝状贈呈者 

◎社会奉仕委員会   佐藤 多加志 副委員長 

お手元の「大東市社協だより」ですが、皆様方からご寄付頂きました年末の歳末た

すけあい募金、使用用途の内容につきまして記載されております。昨年度版ではあり

ますが、前回たすけあい募金が、どういった使用をされているのかというご質問があ

りましたので、今回参考資料として頂きました。ご確認ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

「 大東ロータリークラブ会員として 」 

 

岡本 日出士 会員 

大東ロータリークラブに入会を認められて 39 年

になろうとしている。 

先輩は、明治生まれから大正、昭和の人々迄、又

後輩の皆さんも、私より 39 才も若い人迄、その年

齢差 70 近く、多様な会員の皆様に御指導、御支援

を受け今日迄在籍しながらクラブには殆ど御役に

立つ事が出来なかったが、私には有意義な年月であったと感謝している。 

入会前の大東ロータリークラブの印象は、私自身の入会を保留された事もあり、体

面にこだわり、硬直した考えの人もいる会だと思った。 

実際会員になって見ると、世代間の思いが合わず、大先輩と若い人の行き違いが随

所で見られた様だ。 

そんな中で大正 11 年生まれの青年切り込み隊長と云われた会員が中心となり、明

治の大先輩に若手の意見を具申、改革に努め風通しをよくしようとしていた。 

大東ロータリークラブは創立時 21 名前後の会員でスタート、10 周年時 50 名、20、

30 周年時は共に 70 名、40 周年 50 名、現在 40 名の会員数だが、時代の社会、経済

の状況により影響を受ける事は致し方ない中で、いつも会員増強をクラブの重要な課

題としているのは大切な事である。 

その様な中で会員の退会について残念な二つの事が思い出される。 

一つはあと 3 年前後で会長に予定されていた先輩が、ロータリークラブ以外の類似

クラブ（ライオンズではない）に入会し、大東ロータリークラブと共に２つのクラブ

に所属してしまった事だ。ロータリークラブでは禁じられている事なので残念な思い

の中で退会していかれた。私は今も親しく交流させていただいている素晴らしい人だ。 

今一人はロータリー全体が出席する事を最重要視していた時で、各クラブの出席率

競争が非常に高まっていた時だ。 

大東ロータリークラブも出席委員長が全会員にあらゆる手立てをつくして出席を

先週の卓話 



要請、協力を依頼しており、当クラブの出席率も 1983 年から 5 年間 100％の出席率

をキープしていた。 

たまたま私が幹事の年、入会数年の会員が、株式を上場する等、社業が多忙な事も

あり、メーキャップも出来なくなり、数回欠席してしまった。出席委員長からの強い

要請もあり、本人もロータリーに強い愛着を持っている様に感じる中、退会ではなく、

出席が 100％叶う迄、休会でと思ったが、残念ながら退会の結果となり今でも残念な

思いである。 

特に残念な事を書いたが、私にとって、大東ロータリークラブは姉妹提携した、韓

国の裡里ロータリークラブ、台北雙溪ロータリークラブへ数回に亘り訪問し、会合や

ゴルフを楽しんだ事、沖縄から北海道迄クラブの皆さんとの家族会、現在は私一人に

なってしまったクラブ内の親睦会の皆さんと共にゴルフや旅行など楽しかった想い

出が一杯である。 

現在、大東ロータリークラブは 40 名のメンバーが、仲良く、楽しく、理想の奉仕、

素晴らしい未来を目指して、アクティブな活動の展開を見る時、良いクラブ、会員に

恵まれた事に感謝し、何も為し得ぬ老骨に、切歯扼腕しながら今後もクラブライフを

楽しみたいと思っている。 

最後に会員皆様には高齢だからと迷惑に思わず、お付き合い下さいます様お願い致

します。 

 

     
 

 

『光福寺大イトザクラ・しだれ桜の古木』      ●日本の桜百選-14    

佐用町（旧 南光町）光福寺の枝垂れ桜は播州

播磨地方随一といわれるイトザクラです。この

イトザクラ（しだれ桜）は根回り８メートル、

高さ１３メートル。イトザクラとしては珍しい

樹齢３００年をこえる老大木で、１９８４年

（昭和５９年）には、県指定天然記念物にも指

定されています。 
光福寺のイトザクラ（しだれ桜）が見頃を迎え

る４月上旬には、光福寺と桜のライトアップが

行われ、イベントが開催されます。 

兵庫県佐用郡佐用町漆野 


