
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （6 月 16 日）

次週の予定  （6 月 23 日）

◆ 出席報告（6月 9日分） 

会員数 42名 出席数 34名 欠席者 2名 

特定免除 6名 その他免除 0名 

出席率 94.44％ 

 

前々回 5月 26日分 

ホームクラブの出席者 31名  91.18％ 

メークアップの結果 34名 

特定免除 8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」 

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 16 日   No.2295   H27.6.9 (No.2294 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 

親睦活動月間 

今月のテーマ 

「今年度の実績報告と反省」 

 各委員長 

「今年度の実績報告と反省」 

 各委員長（会計・SAA） 



 

先日の日曜日に第 2660 地区インターアクトクラ

ブ新入生歓迎会が開催されましたので、幹事、東村

地区副委員長、空門委員長、メンバー数名と共に参

加して来ました。今年は各学校共多くの新入生が入

部され、この日だけで 57 名の新入生が参加していま

した。新しく高槻ロータリークラブ提唱の高槻中学

校・高等学校が参加され全 8 校になり大変活気に満ちた歓迎会となりました。 

今迄の 2660 地区インターアクトクラブの行事で最もメンバー数が多かったので

はないでしょうか。 

今の新入生の世代はメディアやネットでボランティアの大切さを知り、海外の知

識も豊富な方が多くいる様に思います。今回の記念講演では、インターアクトクラ

ブ OB の方が東日本大震災でのボランティア活動のお話しをされていましたが、み

んな真剣な眼差しで聞き入っていました。今年の歓迎会に参加してこれからインタ

ーアクトクラブのメンバーが今以上に増えて行く様に感じました。 

昨年私が会長に就任してすぐの 7 月 11 日に大阪桐蔭中学校・高等学校に於いてイ

ンターアクトクラブ例会が行われ大阪桐蔭のインターアクターを前に大変緊張して

卓話をしたのを覚えています。 

あれから早一年になろうとしています。本年度の海外研修は大阪桐蔭が幹事校で

したので 8 月に台湾へ同行しましたが、あの時の感動を忘れる事が出来ません。昨

年 7 月に始まり今年 6 月迄、インターアクトクラブの行事に参加して大変素晴らし

い体験をさせて頂き感謝しています。東村地区副委員長、空門委員長はじめメンバ

ーの皆様、ご協力ありがとうございました。これからインターアクトクラブの益々

の発展を願っています。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

髙島  登 会長会長の時間 

     
 
 

福星寺しだれ桜は、徳川家康公が江戸か

ら東金方面に鷹狩りに来たおり、御成街

道沿いの金光院（福星寺の親寺）へ宿泊

のため立寄りました。本堂の前のしだれ

桜を見て「これは珍しい桜だ」といわれ

ことのほか讃られしばしの間この桜の

木に手をかけられたことから檀家の人

達は「お手かけの桜」と呼ぶようになっ

たといわれています。

『福星寺のしだれ桜』                 ●日本の桜百選 24    

所在地 千葉県四街道市吉岡 



 
 

◎ニコニコ箱          間 紀夫 委員長 

・結婚記念日 自祝      空門 満也 君 

・誕生日 自祝       西條 義昭 君 

・誕生日 自祝       松原 清一 君 

・インターアクト新入生歓迎会お疲れ様でした   髙島  登 君 

・空門委員長 インターアクト新入生歓迎会お疲れ様でした 大東  弘 君 

・早退 お詫び       大西 寛治 君 

・次年度クラブ協議会出席ありがとうございました  小川 芳男 君 

・ネパール義捐金への御協力ありがとうございました 感謝 木村 克己 君 

・小川さん、大矢さんありがとうございました 感謝  中野 秀一 君 

・インターアクト新入生歓迎会 空門委員長お疲れ様でした  

又髙島会長、大東幹事はじめ皆様ご参加有難うございます 東村 正剛 君 

・インターアクト新入生歓迎会ご参加ありがとうございました 感謝 空門 満也 君 

・今年度もあと 3回となりました  

皆様のニコニコをお待ちしております    間  紀夫 君 

・例会欠席すみません      安田 智洋 君 

・海外旅行 自祝       中野 隆二 君 

・6月 7日インターアクト出席 髙島会長、大東幹事、空門委員長  

東村地区副委員長、中野さん、森岡さんお疲れ様でした 感謝 吉村  茂 君 

 

 

◎インターアクト委員会        空門 満也 委員長 

6 月 7 日日曜日ですが、金光八尾中学校高等学校におきまして新入生歓迎会が取 

り行われました。当日は元インターアクターが、東日本大震災でのボランテイア活

動の様子や想い、現在のインターアクターに向けてのメッセージなどの講演と新入

生の親睦を深めるレクレーションゲームが行われました。新しい友達が出来たとい

う新入生もいたとのことでした。当日ご参加いただきました高島会長をはじめとす

る大東ロータリークラブのメンバーの皆様、誠にありがとうございました。 

また、7 月 10 日金曜日ですが大阪桐蔭中学高等学校本館 1 階会議室におきまして

午後 5 時よりインターアクトクラブ例会が取り行われます。ご参加の程宜しくお願

い致します。 

もう一点ですが、8 月 4 日からの海外研修ですが、韓国はソウルの方に訪問する

予定でしたが、MARS が流行しているということで、行き先が変更もしくは中止に

なる予定です。今のところは台湾が有力ですが、学校側の意向により判断致す予定

です。今週中には各学校から返事が届く予定になっておりますので、また何か決ま

り次第ご報告させていただきたく思います。 

委員会報告 



◎規定委員会        藤本 和俊 委員長 

6 月 2 日の理事会承認を得た大東ロータリークラブの細則について報告致します。 
 

第２条 理事会 
 
 本クラブの管理主体は本クラブの会員１２名１３名より成る理事会とする。す

なわち、会長、直前会長、会長エレクト、副会長、幹事、会計、会場監督および本

細則第３条第１節に基づいて選出された５名６名の理事とである。ただし役員およ

び理事の兼任は妨げない。 
  

第３条 理事および役員の選挙 
 
第１節 指名委員会 

(a)会長は年次総会のおよそ２か月前の時期に、会長（次々年度）と次年度会

長、直前会長、会長エレクト、副会長、幹事、会計、会場監督の役員、および６名

の理事を選出するため指名委員会を設置する。 
 
 (d) 年次総会で選出された次年度副会長は次の年度の７月１日から会長ノミ

ニーとなり、その次の年度から会長エレクトに就任するものとし、年度を通じて役

員を務める。会長エレクトはその直後の年度の７月１日から会長に就任する。 
 

第４条 役員の任務 
 
第７節 役員補佐 
 副幹事、副会計、副会場監督は、幹事、会計、会場監督をそれぞれ補佐し、不

在の場合はその職務を代行することを任務とする。なお副会計は例会においてニコ

ニコ袋を担当しコメントを発表するものとする。 
 

第７条 採択の方法 
 本クラブの議事は、口頭（発生）挙手による採決をもって処理されるものとす

る。理事会は、特定の決議案を口頭 挙手ではなく投票により決定することができ

る。 
  

第８条 五大奉仕部門 
新世代奉仕委員会から青少年奉仕委員会に変更（以降同様処理） 
 

第９条 委員会 
 
第１節  
 (c) クラブ奉仕委員会、職業奉仕委員会、社会奉仕委員会、国際奉仕委員会、

新世代青少年奉仕委員会、およびクラブ奉仕委員会の特定分野を担当する親睦活動

委員会の委員長は会長が副会長及び理事の中からそれぞれ任命するものとする。ク

ラブ奉仕委員長には副会長が就く。 
(d) 会長を除く全ての会員は何れかの委員会に所属するものとする。ただし

役員はその限りではない。その会員配属は・・・・・・以下同文 
  
第２節 クラブ奉仕委員会 
 

(b) ・・・・・上記委員会に毎年１名ずつ委員長を任命するものとする。ただ

し委員長の兼任は妨げない。 



◎国際奉仕委員会       木村 克己 委員長 

前回の例会にて締め切らせて頂いた、ネパール大地震の義捐金の件ですが、当大

東ロータリークラブとしまして 100 万円が集まりました。もうすでに先週金曜日に

カトマンズ西ロータリークラブの方への送金処理をいたしました。皆様のご協力あ

りがとうございました。 

また、先程カトマンズ西ロータリークラブのウダヤ氏より連絡があり、今年 3 月

に当クラブがネパールへの水インフラ事業といたしまして、小学校および訓練セン

ターへの浄水器寄贈の件ですが、現状地震の影響を受けず無事動いているとの報告

を受けましたのでご報告いたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

「     私の思うこと   」 

 山田 伸 会員 

皆師と呼べる人、尊敬できる人がいるか？ 

人との出会いは？人生の大切な転機に的確な導き

をしてくれる人の存在は大きいものだと思います。 

日経新聞の「私の履歴書」というコラムでは、著

名人が生い立ちから現在にいたるまでをつづり多く

の読者に勇気を与えています。そこには必ずと言っ

ていいほど恩師や恩人の話がでてきます。その人と出会ったおかげで現在の自分があ

ると。師弟関係というのも、そんな感じではないでしょうか、キリストとその弟子た

ち、孔子とその弟子、ソクラテスにはプラトン等など。師は生きていくうえで自分で

はわからないことへの導きをしめしてくれるのではないでしょうか。 

山登りにたとえてみますと、自分が一生懸命登っている山が、実は自分が登りたか

った山ではなかったとか、最短ルートを登るのがいいのではと思っていたら、登り道

に迷ったり、時には転んだりして傷ついたりするのが自分の糧になったり……。山登

り（人生）って大変だな、何でこんなにしんどいのに登らなきゃならないのか、また、

登っていて楽しいな、素晴らしいなとか、そのことの意味を考えるヒントやチャンス

を与えてくれる人がいればと思います。 

先週の卓話 



出会いを点と考えるなら、なかにはいい点、悪い点があるでしょう。 

反面教師という例もありますから、よい点悪い点と出会いながら、自分のなかで取

捨選択し、素晴らしい点と点を結びつけていくことができれば、自分の生き方も素晴

らしいものになるのではないでしょうか。 

スポーツ選手が一流の監督やコーチに出会う、料理人が一流と呼ばれるシェフに弟

子入りできる。自分の才能に最高の教えを受けることができれば、きっとその才能は

最大限にいかされ、素敵な道を歩めるのではないかと思います、一心不乱に仕事をこ

なしてきて、それが正しいのか、その判断は間違ってなかったか、常々思いながらや

ってきました。この大東ロータリーで出会えた方々のおかげで、自分の考えをフィー

ドバックできるようになれたかなと思います。 

理想の人生はなかなか言葉にだして言いにくいものですが、こんな人のようになり

たいとか、この人のように生きてみたいとかと思わせる人と出会いたいです。 

師と思える人と出合えても、その人にどうしたら近づけるのか。相手の心をつかみ、

いざというときに教えをこえるように、相手にみそめてもらうにはどうしたらいいのか。 

信用、信頼をえる接し方、義理・人情・恩返し。 

自分の言動や行動にはそういうことに気を付けながら、相手の方と真摯にむきあお

うと心がけています。 

また社交場として、ゴルフや競馬場、夜のクラブ活動などなど呼んでいただける場

所には積極的にでていくようにしています 

今後もよろしくお願い致します 

 

 

 

２０１５～２０１６年度 

●第３回クラブ協議会のお知らせ● 

第３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６月２３日（火） 例会終了後～ 

場  所 市民会館 例会会場 

  
 


