
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （6 月 9 日）

次週の予定  （6 月 16 日）

◆ 出席報告（6月 2日分） 

会員数 42名 出席数 30名 欠席者 5名 

特定免除 7名 その他免除 0名 

出席率 85.71％ 

 

前々回 5月 19日分 

ホームクラブの出席者 34名  94.44％ 

メークアップの結果 36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 

「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 6 月 9 日   No.2294   H27.6.2 (No.2293 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」

裏面に記載 

「 私の思う事 」 

 山田 伸 会員

親睦活動月間 

今月のテーマ 

「今年度の実績報告と反省」 

 各奉仕委員長 



 

今日は本年度最後の理事会が行われました。理事役

員の皆様、まだ終わっていませんが、一年間色々と御

協力ありがとうございました。今日の夜は次年度クラ

ブ協議会が行われます。いよいよ次年度が始まろうと

しています。おいしいお酒も頂けそうなので、今朝は

電車に乗って来ました。片町線の鴫野付近で以前から

工事が行われていましたが、今は鴫野駅の京橋方面行きのホームが新しくなって、

いつの間にか四車線になろうとしています。城東貨物線を利用しておおさか東線を

作る工事です。2018 年度開業予定になっています。元々片町駅が終点でしたが、ど

んどん便利になって来ました。片町線ができたのは今から 120 年前の 1895 年（明

治 28 年）です。開業の時は片町四條畷間だけでしたが、1997 年（平成 9 年）には

東西線開業により宝塚線、神戸線とも繋がりました。 

おおさか東線が繋がると大東はさらに便利になります。おおさか東線は当初新大

阪駅迄の予定でしたが、梅田北ヤードの地下にできる新駅 北梅田駅迄乗り入れる

計画に変更されました。大東市は今も人口が減少していますが、これだけ便利にな

ると、もしかしたら増加に転じるかも知れません。ますますアクセスが良くなり、

大東市がいつまでも活気ある街である様に願っています。 

 

 

 

 

 

＜2014-2015 年度＞ 

【議 題】 

1.大東ロータリークラブ細則について・・・・承認 

2.会員変更について・・・・・・・・・・・・承認 

3.森山 信一会員退会について・・・・・・・承認 

4.今年度幹事より次年度幹事へ印鑑と事務局の 

  スペアキーの引継ぎについて・・・・・大矢次年度幹事へ 

5.その他 

  寄付金振込手数料は各担当委員会の事業費より支出する。 

【報告事項】 

橋本正幸会員、職業分類変更 （現）不動産管理 から 農業へ変更。  

髙島  登 会長会長の時間 

理事会報告 

大東  弘 幹事

大矢 克巳 次年度幹事



【議 題】 
1.次年度委員長変更について・・・・・・・承認 
2.次年度委員会構成について・・・・・・・承認 
 
 
 

 
 

◎ニコニコ箱          間 紀夫 委員長 

・誕生日 自祝       杉原 巨峰 君 

・誕生日 自祝       東野 喜次 君 

・入会記念日 自祝 誕生日 自祝  

春の家族会 欠席お詫び     上田 陽造 君 

・理事会無事終了しました     髙島  登 君 

・次年度 クラブ協議会 6時より秀にてよろしくお願い致します 小川 芳男 君 

・木村委員長投稿原稿を有難うございました 「ロータリーの友」6月号に 

掲載されました 感謝致します 感謝    福富 經昌 君 

・一年間、誕生日花 コメントのお時間頂きまして 

ありがとうございました 感謝    杉原 巨峰 君 

・家から歩いて宝山寺に行って来ました    木村 克己 君 

・皆様のニコニコに感謝      間  紀夫 君 

 

◎インターアクト委員会        空門 満也 委員長 

今週の日曜日 6 月 7 日 金光八尾中学高等学校における新入生歓迎会ですが、出

席して頂けるメンバーにはアクセスの資料をお配りさせていただきました。 

当日はポロシャツ等のラフな格好で構いません。１０：００開会となっております

のでよろしくお願いします。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

＜2015-2016 年度＞ 

 
２０１５～２０１６年度 

 

●第２回クラブ協議会開催● 
 
６月２日（火）６：００～秀に於いて、第2回クラブ協議会が開催されました。 

次回は６月23（火）例会後を予定しております。 
 



◎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「偉大な輝き」：「ロータリーに輝きを」

の実践に感謝、思い出いっぱいのロータリーデー。 

☆特集：ロータリー親睦活動月間 64 の親睦活動グループが

活動中。カーリング・ゴルフ・ヨットの親睦活動グループの活動

報告 

☆拓け、若者の未来を―――独自の奨学金を持つクラブ① 全

国の「独自の奨学金」を持つクラブに、設立の経緯や運営の実情、

苦労したエピソードを発表。大阪心斎橋ロータリークラブ奨学金 

☆ロータリーデー：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 

☆よねやまだより…「“よねやま”から広がる新しい世界」⑧ 福山ロータリーE

クラブ 2710（広島県）の「E クラブで初めての米山奨学生」です。ベトナム出身の

米山学友 レ・ゴック・パオ・ヴィーさんの送別会の思い出を心に刻んで、いつでも

どこでもつながりを感じられる。 

☆海外の子どもたちに手を差し伸べる：大東 RC…ネパールの子どもたちにきれい

な水を、その他全国各 RC の活動報告が掲載されています。 

【縦組みページ】 

☆スピーチ：第 2750 地区・東京あけぼの RC 加盟認証状伝達

式 記念講演要旨(2015 年 4 月 12 日)：（社福）カリヨン子どもセ

ンター理事長 坪井 節子氏の｢子どもたちに寄り添う…いじ

め・虐待・少年非行の現場から」です。私にできるのは、子ども

の傍にいて、とにかく話を聞いて、「あなたが生きてほしい」と

その場で伝えることしかないと思いました。世の中に一人でも、

本気であなたに生きていてほしい、と願ってくれている人がいる

ということを信じられるかどうか、それが、子どもの生死を分け

るときがあります。 

☆わがまち……そしてロータリーは神奈川県・相模原市です。「はやぶさ・米軍基

地そしてリニア……」。相模原RC元会長杉岡芳樹氏による JAXAの宇宙科学研究所、

米軍基地、リニア新幹線の橋本駅が市の北部にできることなどの案内記事。 

☆友愛の広場：丸亀 RC の「ロータリーを一口で言うならば」、三好中央 RC の「受

動喫煙防止活動から見えてきたもの」等々 

☆卓話の泉：八幡浜 RC から「かむことの効用」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が掲載されています。 

投稿にご協力ください。  



 

「 自己責任で生きよう！ 」 

 

  

 

 

池田  實 会員 

 

皆様こんにちは。本日は自己責任で生きよう！と云うテーマで話をしようと思いま

したが、30 分では話ができないので次週の週報で発表する事にしました。 

本日はロータリークラブ全般、及び社会の変化についてお話しをさせて頂きます。 

春四月五月、新たな旅立ちの季節、様々な意味で第一歩を踏み出す人が多い中、自

分も基本に戻って（自己責任）について考えてみました。 

最近「公助・共助・自助」の順に物を考えている人や状況に出合う事が多い（自己責任）

意識が薄いから、そんな考え方になってしまうのだが、思考や行動の順番は大人なら「自

助・共助・公助」ではないか、僕はそう思うのですが、皆さんはどう思われますか……。 

例えばです、急に地震などの自然災害が起きて「すわっー一大事」となるとしまし

ょう。自然災害というのは突然起こるもの、だからこそ備える必要があるのですよね。

そこでです、この備えるという言葉を発した途端「政府が」とか「公が」とか言い出

す人がいるのですよ。自然災害を想定何がしかの備えを自分で考える人、自然災害へ

の備えなどは、公のすることと自分では何もしない人、日常の考え方一つで実際に危

機に直面した時の、自分に降りかかる危機が大きく違うのに命に係わるリスク回避が

出来るのに、なぜそちら向きにものを考えないのか、僕は不思議でならない。 

大きな自然災害が起きた時、初動はおおよそ行政を以ってしても迅速に、すべてを

フォローするのは無理だと思います。 

或いは、周りの誰かに助けてもらおうと思っても、近くに居る人は等しく災害にあ

っているのだから……。 

そういう時は最低限どのように対応するかというのを、自分自身で問題意識を持っ

て備えておくことが、大事なんですよね、それが命を救う。 

一番良いのは、訓練でいいからある程度の体験を持った人。所詮（自己責任）能力

のある人は考え訓練し、まさかの時にはこんな風にして大きなリスクを避け、より少

ない選択肢を自分で用意出来るこういう人は、困ってる人を誘導してあげるという判

断も出来て、地域全体の災害被害を少なくする方向へ進める。最後は頭の中でも考え

先週の卓話 



てない、訓練もしない、自然災害が起きたらまず言うこと「そういう事はみんな公共

がやるもんだ」「国民の命を守るのは、国の仕事であり自治体の仕事だ」こういう人

は（自己責任）でしか守れない自分の命を粗末にしているとしか、言いようが無い。

「政府が悪い」そのまま続きで、親御さんまでが一緒になって「学校が悪い」となり、

最終的には自分ではない他の誰かが悪い……と悪口を言ってみても、先ずは自分で自

分を守る、ある程度までは自分のことは自分で決断して動くのだという思考が必要で

あり、自分の足で行動しなくてはいけないと思うのです。 

概して（自己責任）の意義の薄い人が「公助・共助・自助」という考え方をする傾

向にあるのではないか、何かあると先ず問題点指摘と言い訳をする。そして責任を取

らない若い人に話をする時、僕が良く言うのは、問題点指摘はとても大事な事、世の

中改善した方が良いし問題がある所には、問題だと言え、但し問題に気づいたら必ず

どうしたらそれが良くなるだろうか、改善されるだろうか、それは自分の頭で考えて、

問題点指摘の時、同時に「こうしたら良くなる」という代案を出さないと、しかし代

案を出すだけではダメ「次は、それを自分で実行せい」と。 

成功すればそれに越したことはないが、失敗してもそこから得られるものが一杯あ

るんだから……。 

社会で起こる様々な問題や、これから未来を話していこうという時、色んな議論が

あるのだけど、迷ったり悩んだりするのは具体的な行動に対する考え方の方向性には、

理論の世界と感性の世界があること「理論の世界」は合理的「感性の世界」は合理的

とは対極にある、好き嫌いの世界である様です。 

最後に大東ロータリーのメンバーの今後のご健康とご多幸をお祈りします。 

 

 
本年度最後のお誕生日花は、エネルギッシュかつ初

夏を感じるさわやかな色目でアレンジ致しました。

使用花材は白百合、百合科でエネルギー感のあるル

テア、松虫草の仲間でブルーレースに、煙の様な花

がスモークツリーと個性的な花々達です。 
お誕生日おめでとうございます。 
 
≪花言葉≫ 
白百合－純潔、威厳 
ルテア－頑強 
ブルーレース－無言の愛 
スモークツリー－賢明、煙りに巻かれる 

6 月のお花 


