
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （4 月 28 日）

次週の予定  （5 月 12 日）

◆ 出席報告（4月 21 日分） 

会員数 42名 出席数 34名 欠席者 1名 

特定免除 7名 その他免除 0名 

出席率 94.44％ 

 

前々回 3月 31日分 

ホームクラブの出席者 24名  72.73％ 

メークアップの結果 32名 

特定免除  9名  その他免除  0名 

欠席者 1名  修正出席率 96.97％ 

ロータリーソング 

「君が代」「奉仕の理想」「四つのテスト」 

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？ 

DAITO 
ROTARY 

OSAKA JAPAN 

CLUB WEEKLY BULLETIN

ニコニコ箱 

平成 27 年 4 月 28 日   No.2289   H27.4. 21 (No.2288 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 

「雑誌月間」

「インターアクト海外研修について」 

森岡 信晶 広報委員長

「 日本刀の美 」 

 加藤 敏明 会員

裏面に記載 



 

今月は第一火曜日が春の家族会、そして、第二

火曜日が 3RC 合同例会でしたので今日が理事会

となりました。大東市民会館がとても久しぶりに

感じます。 

春の家族会では田川職業奉仕委員長、東村親睦

活動委員長そして親睦活動委員会のメンバーに

は大変お世話になりありがとうございました。そして何より我々を歓迎して頂き、

ご案内頂きました大成製紙㈱の皆様大変ありがとうございました。又、津山城跡鶴

山公園では天候にも恵まれすばらしい桜を見る事が出来ました。 

家族会が無事に終わり、いよいよ今週末はスワンシーRC24 周年式典と姉妹クラ

ブ締結式に台北へ訪問致します。大東 RC とスワンシーRC が姉妹締結してから今

年でちょうど 20 年になります。その間 WCS 事業ではお互いの地域で色々な奉仕

活動を行い共に訪問する事で親睦を深めて来ました。しかし何よりスワンシーのあ

たたかい友情を感じたのは、4 年前日本を襲った東日本大震災の時にスワンシー

RC メンバーから送って頂いた多額の義援金ではないでしょうか。あまりの額に驚

きました。大東 RC メンバーは決して忘れる事はないでしょう。今回の訪問は家族

で参加される方もいらっしゃいます。スワンシーRC メンバーと今迄以上の友好関

係が築ける様に、楽しんで参ります。最近の日本経済は国際交流が大変重要になっ

ている様に思います。良き友人を作りこれからの RC 活動、経済活動に生かして行

きたいと思います。それでは行って参ります。 
 

大東  弘 幹事 

【議  題】 

(1) 春の家族会決算について               ・・・・ 承認 

(2) 台湾姉妹締結および細則について 

今回の締結期間を６年とする               ・・・・承認 

(3) ネパール水インフラ事業及びＷＣＳ事業決算について 

  海外送金の（取扱い・送金）手数料を事業費とする     ・ ・・・承認 

(4) ６月１日からクールビズ  

６月２日例会から９月末迄の期間とする。      ・・・・・・・承認 
 

髙島  登 会長会長の時間 

理事会報告 



 

◎ニコニコ箱          間 紀夫 委員長 

・誕生日 自祝       小林 誉典 君 山田  伸 君 

・結婚記念日 自祝        上田 正義 君  間  紀夫 君 

・結婚記念日 自祝        東野 喜次 君  森岡 信晶 君 

・入会記念日 自祝      堀部 邦夫 君  田川 和見 君 

・春の家族会 欠席お詫び       加藤 敏明 君  大西 寛治 君 

・春の家族会 欠席お詫び       堀部 邦夫 君  福富 經昌 君 

・春の家族会 欠席お詫び       松原 清一 君  小林 誉典 君 

・春の家族会 欠席お詫び       東野 喜次 君  安田 智洋 君 

・春の家族会 欠席お詫び       中野 隆二 君  西山 潤一 君 

・春の家族会楽しかったです ありがとうございました 髙島  登 君 

・春の家族会参加ありがとうございました  

田川委員長お疲れ様でした 感謝    大東  弘 君 

・春の家族会 田川委員長 東村委員長 

大変お世話になりまして、ありがとうございました  上田 正義 君 

・家族会 田川委員長、東村委員長ご苦労様でした  

ありがとうございました     小川 芳男 君 

・春の家族会欠席お詫び メーキャップ無 お詫び  

嫁がお世話になりました     杉原 巨峰 君 

・田川委員長、春の家族会大変お世話になりました 感謝 木村 克己 君 

・春の家族会 到着時間当てゲームで優勝させて頂きました 感謝 中野 秀一 君 

・春の家族会、田川委員長、東村委員長  

ありがとうございました     間  紀夫 君 

 

 

委員会報告 



◎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「ロータリーの雑誌を分かち合おう」：

『The Rotarian』はスマートフォンやタブレットで読むこと

が出来、地域雑誌は 24 の言語で発行されています。ロータリ

ー世界の最良の寸描を届けてくれます、それは絆であり、楽し

みであり、啓蒙であり、刺激である。  
☆特集：雑誌月間：雑誌で知るロータリー  ①Rotary 

World Magazine Press…ロータリー雑誌の仲間たち 31 の

地区雑誌と『The ROTARIAN』 ②座談会：ロータリーの友

に関わって…ロータリーの友委員会委員長と地区代表委員との座談会 ③『友』で見

る奉仕活動の変遷：これまでに掲載されたクラブの奉仕活動の紹介 
☆ロータリーデー：①Japan Rotary Day Ⅱin Tokyo の報告記事 ②国内各地

の RC からのロータリーデーの活動報告  
☆心は共に：各地の地区および RC の支援活動報告 、大阪リバーサイド RC の南

三陸町の小学校を支援が掲載されています。 
☆見守り育てる：こどもたちに自ら考え自ら活動させることによって、その成長を

手助けしている RC の活動を紹介。大阪なにわ RC の‘子どもたちに笑顔と希望を!’ 
☆よねやまだより…「“よねやま”から広がる新しい世界」⑥ 能美 RC（石川県）

の「夢を応援するロータリー」です。韓国出身の米山学友 董 又碩(ドン・ウソク)
さんの米山体験が変える「人生」のストーリーの紹介 

【縦組みページ】 

☆スピーチ：第 2610 地区・地区大会指導者育成セミナー講演

要旨(2014 年 10 月 4 日)：前文化庁長官 近藤 誠一氏の｢日本

の再生 地域の役割と文化芸術の力」です。文明が進化したに

もかかわらず、人間の心の豊かさ、充実感、あるいはモラル、

優しさ、人を思う気持ちは、退化してしまったのではないかと

思います。社会の問題を解決する方法として、我々が一番気付

いていないのが、日本の伝統的な思想、あるいは文化、文化財

に込められた、昔の人からのメッセージでは。 

☆わがまち……そしてロータリーは沖縄県・那覇市です。「おおらかに異文化を受

け入れ‘チャンプルー’にする風土」チャンプルー文化の案内。 

☆友愛の広場：豊中千里 RC、大阪天満橋 RAC 元会員の投稿記事。バナー自慢は

大阪帝塚山 RC、等々 

☆ロータリーアットワーク(文章編)：全国各地区 RC からの多数の活動報告が掲載

されています。第 2660 地区からは大阪帝塚山 RC から「児童養護施設の子どもと

七五三参り」が掲載されています。 

投稿にご協力ください。  



◎国際奉仕委員会       木村 克己 委員長 

４月２３日から２泊 3 日で台湾、台北へメンバー９名+御夫人３名の１２名で行

って参ります。２３日は雙溪 RC の２４周年記念式典ならびに姉妹クラブ締結調印

式、２４日は今年台北雙溪 RC クラブから林（Audi）さんが 3520 地区よりガバナ

ーとして輩出されておりますので、そのご招待による地区主催の歓迎晩餐会に、次

の日は 3520 地区の地区大会に出席して帰って参ります。より台北雙溪 RC との絆

も深まる事と思います。 

また、帰国後、ご報告させて頂きます。 

 

 

 

◎職業奉仕委員会        田川 和見 委員長 

４月７日の春の家族会沢山の方がご参加頂きありがとうございます。また、親睦

メンバーの皆さんには色々お世話になりありがとうございます。 

今回、桜を見る間は雨もやみ桜を見る事が出来、また、大成製紙工場様のおかげ

で見学の方も楽しく見学出来たかと思います。是非、ティッシュペーパーをご購入

の際はエリエールをダンボールの方は田川紙工をよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎社会奉仕委員会       佐藤 多加志 副委員長 

恒例の春の交通安全運動が開催されます。当クラブは趣旨に賛同し毎年キャン

ペーンに参加させて頂いております。出欠表を受付に出させて頂いておりますの

で、多くの皆様の参加をよろしくお願い致します。 

日 時：5 月 11 日（月） 午前 7 時 45 分～（30 分程度） 

集 合：開始 10 分前       

場 所：住道駅前デッキ広場 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
今月のお誕生日花は本来 4 月ということで、桜をア

レンジしたかったのですが、3 週目に入り春の花も

終わり初夏の花で市場も彩られて参りました。 
今日、その様なさわやかな清涼感あふれる花でアレ

ンジ致しました。黄緑色の枝はイボタに、アジサイ

に似た小ブリの花はスノーボル（ビバーナム）。 
ベルの型をした、カンパニュラ（ベルフラワー）に

なでしこです。 
花言葉 
カンパニュラ・・・感謝 
スノーボル ・・・茶目っ気 
ナデシコ ・・・純粋な愛、無邪気  

4 月のお花 

     
 
 

『紹太寺のしだれ桜』                  ●日本の桜百選 20    

長興山紹太寺はもと小田原城主稲

葉家の菩提寺で、その境内右の坂

道を 10分ほど登ると新緑の中に紅

一点の しだれ桜がある。 樹齢 300
年余といわれる。  
すぐ下のミカン山の中には稲葉一

族の墓所があり、かの春日局の墓

もここにある。 
帰りには紹太寺に立ち寄り、名物

の精進料理 を味わいたい。 

所在地 神奈川県小田原市入生田 

 
２０１４～２０１５年度 

●第６回クラブ協議会（新旧合同）のお知らせ● 
 

第６回クラブ協議会を下記の通り開催いたします。 

新旧の理事・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５月１２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。 

 



 
 

「 雑誌について 」 
 

 福富 經昌 雑誌委員会委員長 

雑誌とは 

○図書館情報学用語辞典 

主題、読者層、執筆者層などにおいて一定の

方向性を持つ複数の記事を掲載している逐

次刊行物。逐次刊行物を雑誌と新聞に大別

したり、逐次刊行物中の定期刊行物の中に

雑誌を位置づけたり、出版物を書籍と雑誌

に出版流通では大別している。雑誌の位置付け方はさまざまである。現在の日本

では、出版物の売上高の過半を雑誌が占めている。 

○日本大百科全書 

定期的に号を追って刊行される仮綴じ、冊子形態の出版物、種々の記事・記録を

一定の編集方針のもとに集めて構成したものを原型とし、挿絵、写真、漫画など

が加わるものが多い。Magazine , Journal。日本語の雑誌の起源はもともと倉庫

を意味する。「知識の庫」の意味の magazine から洋学者の柳川春三が雑誌と呼

ぶようになったといわれている。日本独特の用語、中国語では「月報」「周報」

と一般的に使われている。 

 ○ウィキペディア 

逐次刊行物であり定期刊行物である出版物の一種。印刷資料としては図書と並

ぶ二大情報源である。特徴として①週刊、月刊、隔月刊、季刊、年刊などのよ

うに定期的に刊行される。②一定の編集者と読者を持つ。③複数の記事が一定

の編集方法のもとに同時に掲載されている、④仮綴じ冊子の形態をとることが

多い。 

雑誌と図書の中間的な存在としてムックがある、流通上は雑誌として扱われている。 

  ***図書と雑誌の違い*** 

 図書：ある程度の分量を持って単独で発行され、一人または複数の著者や編者

によって書かれた 1 冊完結の出版形態をとる。ISBN(13 桁)という国際標準番

先週の卓話 



号が付与されている、   

 雑誌：同じタイトルで定期的に継続して発行されるため巻号がついており、大

概は複数の著者による記事や論文を含み、図書に比べて速報性があり、タイムリ

ーな話題や最新の知見を得るのに適している。ISSN(8 桁)という国際標準番号が

付与されている。 

✇日本語の記録された著作物：｢文｣、｢本｣、｢書｣、｢書物｣、｢書籍｣、｢図書｣、｢転

籍｣、｢冊子｣、｢草紙｣など。 

○雑誌の種類 

 ①発行主体 ②判型別 ③発行周期別 ④読者、内容別 

○日本の雑誌の歴史 

 『西洋雑誌』：柳川春三（1867 年…慶応 3 年） 

 『民間雑誌』：福沢諭吉ら （1874 年…明治 7 年） 

 『明六雑誌』：明六社の機関誌…啓蒙的評論誌 

 『団団珍聞』：滑稽風刺娯楽誌 （1877 年） 

 『芳譚雑誌』：小説雑誌の始祖 （1878 年） 

 『東京経済雑誌』：田口卯吉…イギリスの（エコノミスト）を目指す （1879 年） 

 『女性新誌』：女性読者を開拓 （1884 年）   

 明治中期までは新聞と雑誌の領域はかなり未分化であった。 

 ○日本の雑誌の号数と発売日の関係 

 ○委託扱いの日本の雑誌の返本 

 ○雑誌の返本までの棚の移動 

 ○書籍：木、竹、絹布、紙等の軟質な素材に、文字。記号、図面等を筆写、印刷

し、糸、糊等で装丁・製本したもの。図書、本、書物と同義語。 

 

 
  

3 月 31 日にバヌアツ支援のため募りました募金 32,000 円を 
４月 1 日、地区へ送金いたしました。 

 


