
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （6 月 30 日）

次週の予定  （7 月 7 日）

◆ 出席報告（6月 23 日分） 

会員数 42名 出席数 35名 欠席者 2名 

特定免除 5名 その他免除 0名 

出席率 94.59％ 

 

前々回 6月 9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 34名 

特定免除 6名  その他免除  0名 

欠席者 2名  修正出席率 94.44％ 

ロータリーソング 

「我等の生業」「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 30 日   No.2297   H27.6.23 (No.2296 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」 

会長・幹事・会計・SAA 

「新年度の方針発表」 

 会長・幹事・奉仕委員長



 

土、日一泊二日で親睦活動委員会の打ち上げ温泉旅

行へ北陸方面に行って来ました。親睦活動委員会の皆

様、一年間色々とありがとうございました。 

北陸は新幹線が開通して東京から多くの観光客が

来ていると思っていましたが、一部の地域だけの事で

北陸地域全てでは無い様で意外と閑散としていまし

た。帰りの日に石川県小松市にある日本自動車博物館へ行って来ました。 

国産、外国産のスポーツカーから大衆車迄幅広く揃えている日本最大級の自動車

博物館です。戦前、戦後の欧米のクラシックカーは大変見ごたえのある車ばかりで

したが、昭和 30 年代以降の国産車はとても懐かしく、色々と当時を思い出させてく

れました。コニー360 と言う軽自動車が展示されていました。私が子供の頃父が仕

事で乗って帰って来ていました。とても懐かしくて何億円もしそうな車を尻目に多

分たいした値打もなさそうな車をじっと眺めていました。大東幹事も同じ様にお父

さんとの思い出の車があったそうです。昭和 50 年前後の国産車も多数展示されてい

ました。自分は車が好きなので免許を取った頃の車の名前は全部わかると思ってい

ましたが、書いてある名前を見たらわかるのですが車を見てもなかなか車名が出て

きませんでした。 

大変懐かしい車を見る事が出来、良いお湯、おいしいお酒の楽しい旅行でした。

親睦活動委員会の皆様ありがとうございました。 

 
 
 

 

大東ロータリークラブ細則 変更案について、本日の定足数の出席する任意の例

会において、髙島会長議長のもと出席会員の３分の２以上の賛成よって改正いたし

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

大東 弘 幹事 

髙島  登 会長会長の時間 

幹事報告 



◎ニコニコ箱          間 紀夫 委員長 

・親睦委員会の皆様お疲れ様でした    髙島  登 君 

・親睦委員会、東村委員長はじめ委員会の皆さん楽しかったです  

ありがとうございました     大東  弘 君 

・出席できました 感謝      上田 陽造 君 

・先おととい 土曜日、地区会員増強委員会  

藤本次年度委員長ありがとうございました  

例会終了後 次年度クラブ協議会出席よろしくお願いします 小川 芳男 君 

・親睦委員会の打ち上げおつかれ様でした   大矢 克巳 君 

・東村親睦委員長 ありがとうございました 感謝  田川 和見 君 

・親睦会 打ち上げ！！ 東村委員長 一年間ご苦労様でした  

多数のご参加ありがとうございました 感謝   杉原 巨峰 君 

・大東幹事、大変お世話になりました 感謝   木村 克己 君 

・りゅうちゃん、ありがとう！ 感謝    中野 秀一 君 

・親睦活動委員会のメンバーの皆様、会長、幹事、 

沢山のご配慮有難うございました！ 感謝   東村 正剛 君 

・親睦旅行大変楽しく過ごせました  

翌日行けなくてすみませんでした 感謝   空門 満也 君 

・親睦旅行欠席お詫び 東村委員長お土産ありがとうございました  

佐藤さん、木村さんありがとうございました   間  紀夫 君 

・親睦活動委員会旅行ありがとうございました 東村委員長お世話になり  

杉原副委員長設営ありがとうございました   中野 隆二 君 

・親睦旅行ありがとうございました 感謝   吉村  茂 君 

・親睦会参加させていただきありがとうございました  

杉原副委員長設営ご苦労様でした 感謝   西山 潤一 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

 
２０１５～２０１６年度 

 
●第３回クラブ協議会開催● 

 

６月２３日（火）例会後、第３回クラブ協議会が開催されました。 

次回は９月２９（火）例会後、ガバナー補佐をお迎えしての第４回クラブ協議会を予

定しております。 
 



 
 

「 今年度の実績報告と反省   」 
 

●プログラム委員会       小林 誉典 委員長  
今期、在籍会員数が４１～２名で推移する中、４４回の

例会で全員の方に１回又はそれ以上の機会で、卓話や委員

長報告などで壇上に立っていただきました。それぞれ、個

性豊かな内容やお話のされ方で、大変有意義な時間を過さ

せていただきました。 
又、大過なくプログラム予定を終了しょうとしておりますが、出来事としましては、

去年の夏に集中豪雨のために高校野球の甲子園入場式が順延になった時、大阪桐蔭の

試合が 1 日ずれその影響で応援の吹奏楽部の例会への参加がドタキャンになり、大慌

てでしたが大矢会員に急遽代わって頂くことが出来助かりました。更に、今年の初め

には森岡会員より、緊急の卓話に対応可能である旨、聞かせていただいてところ、会

員退会による急な変更に快く応じて頂きました。ほんとうに、ありがとうございました。 
日ごろより緊急卓話のことで皆さんに、相談させて頂いていたことで情報を得てい

たことがよかったと思っております。 
1 年間、ご協力ありがとうございました。 
 
 

●会報委員会        東野 喜次 委員長 
今回会報の委員長を拝命し、一年間無事終わりまで務め

させていただきました。必ずしも皆様の満足のいく内容に

できなかったとは思いますが、事務局の全面的なバックア

ップのお陰で何とか週報をお届け出来たと思っています。 
事業内容や、例会内容をわかりやすく、親しみやすく、

なるべく写真等を使ってお伝えすることや、正確に効率よくお伝えすることに尽力し

てきました。 
また、皆様に手に取って見ていただくことはもちろん、毎週楽しみにしていただく

ために、日本の桜百選として、各地の桜の銘木や名所を掲載させていただきました。

居ながらにして各地の桜見物を楽しんでいただけたものと自負いたしております。一

年間、事務局及び広報をはじめとする委員長の皆様、又会員各位に御礼申し上げます。

有難うございました。 
 
 

●広報委員会        森岡 信晶 委員長 
新しい取り組みとしましては、卓話でも流させて頂きまし

たが、インターアクトの海外研修やネパールの水インフラ事

業にも同行しビデオ作成をさせて頂きました。皆さんのご協

力のもと、どうにか出来たのではないかと思っております。 

先週の卓話 



また、例会での写真の撮影も正面から取ることに苦心しましたが無事終えることが

出来そうです。 

そして、HP のフェイスブックへのアップなど、色々な事をどうにかやってこられた

一年かと思います。 

これからもますますロータリーの PR をふくめ、仕事の関係上かかわり合って大東

ロータリークラブのブランドを世の中に出していけるよう、また高められるようして

いきたいと思っています。 

皆さん、一年間どうもありがとうございました。 

 
 

●雑誌委員会          福富 經昌 委員長 
月初の例会において、各委員会報告の時間の中で、当

月の「ロータリーの友」を、委員長の独断と偏見で興味

を引いた部分の概要を、紹介させて頂きました。また、

待望の「ロータリーの友」への投稿に関しては、木村克

己国際奉仕委員長にご多忙の中無理をお願い致して、二

編投稿することが出来ました。一遍は、6 月号の特集「海外の子どもたちに手を差し

伸べる」の中に“ネパールの子どもたちにきれいな水を”が掲載されました。もう一

遍は”国際ロータリー3520 地区（台湾）地区大会への参加”を投稿済みです。掲載

されることを願っております。 
木村委員長には感謝申し上げます。 
皆様のご協力ありがとうございました。 
 
 

●ニコニコ箱委員会        間  紀夫 委員長 
まず、この場をお借りしまして、一年間皆様にたくさん

のご支援をいただきましたこと厚く御礼申し上げます。 
ニコニコ箱委員会は、皆様のご支援がなければ成り立ち

ません。ただ、私自身、忙しさにかまけて、なかなか行事

に参加することができず、皆様と様々な体験を共有するこ

とができなかったことで、多少なりともニコニコの機会を逸したのではないかと思う

と、おおいに反省すべきであったと思っております。 
私自身、ニコニコを通じて様々な会員の皆様と交流を図ることができましたことを

大変ありがたく思っておりますとともに、今後のロータリー活動の財産とさせていた

だきます。 
最後になりましたが、あと 1 週、最後まで皆様のご支援を賜りますよう宜しくお願

い致します。 

 

 



●国際交流平和委員会    佐藤 多加志 委員長 

「国際奉仕委員会」の一助となるべく国際奉仕事業を

通して、ネパール・台湾訪問と視察を行い現地との交流

とクラブ内メンバーの国際交流に対しての意義を啓蒙推

進が微力ながら出来たと確信しております。 
私自身も、学ぶ事が多く特に訪問先のルパールに於い

ては訪問後に甚大な震災が有り、ロータリーメンバーとして悲痛であり、「交流平和」

の意義を考えされられました。 
一年間、有難うございました。 
 
 

●ロータリー財団委員会      杉原 巨峰 委員長 

「世界でいいことしよう」が財団標語でありました。こ

れを基に財団への年次基金、ポリオへの寄付金を集めさせ

て頂きました。 

内訳としまして、 

財団寄付 ５８５,０００円 ポリオ２００,０００円  

ベネファクター １０６,０００円 

総額（合計）８９１,０００円を最終３月 12 日に送金させて頂きました。誠にあり

がとうございました。 

又 11 月の財団月間の際には、本年度は、特に FVP 事業施工年度に伴い、財団の補

助金制度をご理解頂きたく思い、地区より四宮孝郎委員長を迎えての補助金制度につ

いての卓話をして頂きました。 

FVP 事業におきましては木村国際奉仕委員長が無事に事業の方を終えられましたが、

共に携わる委員会としてネパールに出向くことが出来なかったことは、反省と思って

おります。 

皆様一年間、ご協力の程誠にありがとうございました。 

 
 

●米山奨学委員会         中  恒夫 委員長 
 米山奨学委員会では、ネパ－ルからの留学生（シュレスタ 

リエ）さんが当クラブの奨学生として、2 年目を迎えられ

最終年度となりました。 
田川カウンセラ－と共に、7 月 6 日の米山奨学生歓迎会に始

まり、12 月の当クラブのクリスマス会にも参加されました。 
本年大学も卒業され、東京に就職されました。 
又、将来ネパ－ルで学校の先生を目指すという希望を持っておられます。2 年間で

はありましたが、ロ－タリアンとの親睦も深めつついろんな経験を生かし飛躍されま

す事と思います。メンバ－の皆様におかれましては、何かとご協力いただきました事

を感謝して報告といたします。ありがとうございました。 



●インターアクト委員会     空門 満也 委員長 

本年度インターアクトクラブ委員長を担当させて頂き

ました空門です。 

本年度はまず７月１１日（金）大阪桐蔭中学高等学校に

おいて大阪桐蔭 IAC 例会が取り行われました。例会では

髙島会長が大阪桐陰インターアクトクラブの歴史を卓話され、インターナショナルな

アクションを期待すると締めくくられました。 

今年度の海外研修は、8 月 5 日～8 日まで 3 泊 4 日の行程で台湾は台北へ行って参

りました。高島会長、大東幹事をはじめとして大東ロータリークラブからも多数ご参

加頂き誠にありがとうございました。今年は当ロータリークラブがサポートする大阪

桐蔭中学高等学校が海外研修の担当校でしたが、皆様のおかげで非常に有意義な研修

となりました。今年は例年の６校に加え大阪国際大和田インターアクトクラブが加入

され、顧問と提唱クラブの守口イブニングロータリークラブも参加され、総勢７９名

での研修となりました。３５２０地区インターアクトクラブと自国紹介やゲーム等の

レクレーション、炎天で共に汗した募金活動、若者の街西門町の散策等の交流を通じ

て、お互いが両国の特性や文化を学ぶだけではなく自国愛を再認識し他国を尊重する

事が出来、国境を越えた友情が芽生えた事と思います。 

１１月９日にはインターアクトクラブ年次大会が金光八尾中学高等学校に於いて

開催されました。ここでは当ロータリークラブの森岡君が編集した海外研修の報告

DVD が流され、非常に好評でした。また NPO 法人アクセスの野田沙良様の記念公演

の後、家計簿作成ゲームを行い貧しい国の生活を実感し、使わない文房具等を梱包し

メッセージカードと共に送るということを致しました。 

また５月３日から５日にかけての中之島祭りロータリーフェスティバルにおいて、

大阪桐蔭中学高等学校のインターアクターと共に、初日に参加し会場の清掃活動、献

血の呼びかけを取り行いました。 

６月７日の新入生歓迎会では元インターアクターの竹内信士氏を講師に迎え、当時

培ったボランティア精神を胸に東日本大震災の復興に尽力しながらも、ボランティア

活動に関する色々な疑問、想いを語られ、後輩のインターアクターに対しての熱いメ

ーッセージを投げかけました。またコミュニケーションゲームによりそれぞれの親睦

を深めることが出来ました。 

大東 RC の皆様には日頃からインターアクトの活動 にご理解とご支援いただき心

より感謝申し上げます。次年度は第２６６０地区の副委員長として出向させて頂くこ

とになっています。次年度も未来ある子供たちのためによりよい事業を遂行していき

たいと考えています ので、ご支援、ご協力をお願い申し上げます。 
 
 



７月１１日（金） 於 大阪桐蔭中学高等学校大阪桐蔭 IAC 例会に参加  
８月  ５日～８日 海外研修 台湾（台北）  

１０月１５日 早朝清掃活動 
１１月  ９日 年次大会（金光八尾中学校・高等学校） 
３月  ６日 清掃活動・お別れ会 
５月  ３日 ロータリーフェスティバル（中之島まつり）にて清掃活動・献血運 

動・IA 活動パネル展示 
６月７ 日   新入生歓迎会 金光八尾中学校・高等学校にて 
 

 
 
◎ゴルフ同好会         田川 和見 キャプテン 

6 月 24 日（水）、四條畷ゴルフクラブにてゴルフコンペが行われました。参加者 23

名、優勝は佐藤会員でした。多数の御参加ありがとうございました。 

 

２０１５～２０１６年度の集合写真を７月７日（火） 

例会終了後に撮影いたします。 

７月７日は上着・ネクタイ着用でお越しください。 

     
 
 

『吉高の大桜』                       ●日本の桜百選 26    

樹齢 300 年を越えるみごとなヤマザクラ。奇麗なドーム上の

枝にびっしりと花をつけた姿は見事の一言。 
周囲に植えられている菜の花が桜の美しさを一層引き立て

てくれます。 
苔が生えた大きな幹からもこの桜が過ごしてきた長い年月

を感じとる事ができます。 

所在地 千葉県印旛郡印旛村吉高 

《今年度事業報告》 


