
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今週の卓話  （2月 10日）  

次週の予定  （2月 24日） 

◆ 出席報告（2月 3日分） 

会員数 41名 出席数 33名 欠席者 3名 

特定免除 5名 その他免除 0名 

出席率 91.67％ 

 

前々回 1月 13日分 

ホームクラブの出席者 32名  94.12％ 

メークアップの結果 34名 

特定免除  7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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平成 27 年 2 月 10 日   No.2280   H27.2. 3 (No.2279 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 

「世界理解推進月間」 

・誕生日 自祝            角井 吉彦 君 
・誕生日 自祝            木村 克己 君 
・入会記念日 自祝 （1 月）   加藤 敏明 君 
・入会記念日 自祝 （1 月）       大矢 克巳 君 
・柿木さん、西山さん入会おめでとうございます  

髙島  登 君 
・明日よりネパールに行って来ます   大東  弘 君 
・明日からネパールに行きます        小川 芳男 君 
・ニコニコプラス             東野 喜次 君 

         
  

「 税収について 」 

 樋口 秀和 会員 
  

  
  

「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 
  

  
  



 

柿木さん、西山さん入会おめでとうございま

す。本年度 4 名の会員が入会され目標の純増 2 名

を達成できそうですが、会員拡大はクラブにと

って重要なテーマですのでこれからも皆様の

ご協力宜しくお願いします。 

今月は世界理解月間ですが、毎日テレビのニ

ュースで放映される日本人人質テロ事件は全

く理解できません。これ程文明が発達した現代に於いてこんな事件が許されてよい

のでしょうか。このまま放置すれば日本国内でもテロ事件がおきる可能性がありま

す。一日も早くテロを撲滅しなければなりません。日本は東京オリンピックが開か

れる 2020 年迄に訪日外国人客数を 2000 万人とする目標を掲げています。その為

にビザの発給要件を緩和する等の措置を講じています。しかしこれからはテロリス

トの入国を阻止する水際対策が必要になってきます。 

先日、心斎橋の大手衣料品店に買物に行って少し驚きました。8 台程並んでいる

レジの殆どが外国人旅行者用の免税専用でした。心斎橋に外国旅行者が多いのは知

っていましたが、これ程とは思いませんでした。大阪のホテルも最近、稼働率が

90％位になっています。この内 20～30％が外国人観光客です。関西経済にとって

観光は大変重要な事だと思います。しかし今回の様な事件がおきると大きなリスク

を感じます。これから全世界が協力してテロの無い平和な社会になるように、今月

は世界理解月間ですのでロータリークラブとして国際交流を通じて協力して行き

たいと思います。 

 

 

 

 

＜理事会報告＞ 

(1) 上半期決算について            ・・・・・・承認 

 髙島  登 会長 
 
 
 
 

会長の時間 

幹事報告  大東  弘 幹事 
 
 
 
 



 
柿木 篤君を紹介いたします。 
氏名：柿木 篤（かきのき あつし） 
生年月日：昭和 48 年 7 月 13 日 41 才 
事業所名所：柿木電気株式会社 
所在地：大東市中垣内 2-17-20 
      072-871-4705 
職業分類：電気工事業 
推薦者：東村 正剛・大西 寛治 
 
 
西山 潤一君を紹介いたします。 
氏名：西山 潤一（にしやま じゅんいち） 
生年月日：昭和 49 年 7 月 26 日 40 才 
事業所名所：株式会社エルジーエス西山 
所在地：東大阪市加納 5-3-28 
      072-875-5821 
職業分類：内装工事 
推薦者：東村 正剛・中野 隆二 

 

 

 

 

 

新会員紹介 

 
今月、２月の誕生日花は少し春の訪れを感じさせる
爽やかな色あいでアレンジ致しました。 
最初に目にとまるのは、白とグリーンの個性的な表
情のお花、カラーです。こでまりは、粉雪の様な白
い小花が特徴的でグリーンの葉とのコントラストが
綺麗な枝花です。紫色のチドリ草は「千鳥草」と書か
れ、鳥が羽を広げた様子に似ており、たくさんの花で
成りたっていることからその名が付けられました。グ
リーンの花はアナスタシアという菊の花です。 
お誕生日おめでとうございます  
花言葉 
カラー ―素晴らしい美・こでまり―努力 
菊―逆境の中で元気・千鳥草―軽やかさ 
 

2 月のお花 



◎雑誌委員会            福富 經昌 委員長 
【横組みページ】 
☆ＲＩ会長メッセージ「ロータリーストーリーを分かち合いま

しょう」：皆さんに自身のロータリーストーリーを分かち合うよ

うお願いします。それらを友人や、ソーシャルメディア、

Rotary.org を通して話してください。ロータリーストーリーは、

われわれにひらめきを与え、ほかの人たちにはロータリーへの

入会を促します。  
☆特集：世界理解月間：世界に広がる私たちのネットワーク  
①海外で知る 日本との違い ②異文化理解を育む ③学友会

のつながりと新たな活動を求めて! ④届け世界に! 日本の心――海外で活動する日

本のロータリアン（東大阪ＲＣの活動が報告されています）⑤日本を知る――青少年

交換で日本を体験 ⑥国連難民高等弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ）から見えてくる世界 
☆ロータリーデー：ＲＩ各地区でのロータリーデーの活動報告  
☆Rotary いま……ロータリーの特別月間が変わります 
☆心は共に：各地の地区および RC の支援活動報告  
☆よねやまだより…「“よねやま”から広がる新しい世界」④ 米沢 RC の「信頼が

築く交流と未来」です。モンゴル出身の米山学友エンフボロルド・ボロルトヤさんの

‘米山学友ホームカミング’制度での里帰り交流記録。 
【縦組みページ】 
☆スピーチ：2540 地区・能代・能代南・能代白神合同例会卓

話要旨(2014 年 9 月 19 日)：秋田県立大学木材高度加工研究所

所長兼教授 林 知行氏の｢ちょっと知りたい木のはなし」で

す。樹と木に関する間違った知識が世の中に氾濫しています。

中でも見過ごせない最大のガセネタが「木を伐って使うことは

環境破壊だ」です。木材が木材である限り、二酸化炭素は炭素

として固定されたままです。従って「上手に木を伐って、上手

に使わないといけない」のです。 
☆わがまち……そしてロータリーは神奈川県・川崎市です。「新旧が入り混じり‘住

んでみたい街’の上位に」川崎高津南 RC 長戸はるみさんによる‘武蔵小杉の再開発

の案内’です。 
☆友愛の広場：花巻南 RC の「青少年交換学生たちの成長をこの目で」、姫路西ＲＣ

の「メッテの結婚」等々 
☆卓話の泉：津北ＲＣの「お菓子物語」、浜松ＲＣの「少年法と少年友の会」など。 
☆ロータリーアットワーク：全国各地区 RC からの多数の活動報告 
投稿にご協力ください。  

委員会報告 



 
「 世界理解月間に因んで 」 

国際奉仕委員会 木村 克己 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

先週の卓話 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

シディーマンガール学校 

パターン市の職業訓練施設 



  

WCS の事業内容 


