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◆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？

２０１５年～２０１６年度

大東ロータリー会長テーマ
「 輝かしい伝統を心に・変革を！ 」

世界へのプレゼントになろう

国際ロータリーのテーマ

平成 27 年 7 月 21 日
今週の卓話
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国際ロータリー会長
K.R.ラビンドラン

(No.2299 の例会記録)

（7 月 21 日）

「新年度の方針発表」
各委員長
ロータリーソング

次週の予定

（7 月 28 日）

「大東のざき観光ステーション紹介」
吉村

茂

「手に手つないで」「四つのテスト体操」

会員

先週の例会報告
◆ 出席報告（7 月 14 日分）
会員数
特定免除

41 名

出席率

出席数

4名

33 名

その他免除

欠席者

3名

1名

91.67％

ニコニコ箱

前々回 6 月 30 日分
ホームクラブの出席者
メークアップの結果
特定免除 4 名
欠席者

0名

36 名

97.30％

37 名

その他免除
修正出席率

1名
100.00％

後面に記載

会長の時間

小川

芳男

会長

こんにちは、大変蒸し暑い日が続いていますが、
体調管理は、いかがでしょうか、室内での熱中症が
一番多いそうです。水分補給と室温管理・衣類の調
節をよろしくお願い致します。
体の一部分に血流障害等があり冷えを感じてい
る方は、例えば足首とか腰とか肩口とかに冷えを感
じておられると、熱さに対しての感受性が、低下す
るようです。周りの人と自分自身の違いにも気をかけて過ごして頂ければと思いま
す。
７月１０日金曜日、大阪桐蔭インターアクトクラブの例会に行ってきました。例
年のように卓話の時間を取って頂いて少しインターアクトクラブとロータリークラ
ブの話をしてまいりました。インターアクトクラブでは、四つのテストは、話され
ておらず私たちの行動規範であります、四つのテストの話をすこし紹介しました。
14 名のロータリアンに出席をして頂いて大変心強い想いで卓話の時間を持たせ
て頂きました。出席のメンバーの皆さま有り難うございました。
３１年の歴史を持つようになった大阪桐蔭インターアクトクラブでありますが、
部員が増えて私の知る限りでは、一番の大所帯になっているように思います。空門
委員長、海外研修が８月４日と迫っております。よろしくお願い致します。
その後、大東市立こども発達支援センターで夏祭りが開催されるという事で佐藤
社会奉仕委員長の引率で８名のロータリアンとジュースの差し入れをさせてもらい
に行きました。廣田光子所長が、私達の訪問を大変喜んで迎えてくださいました。
大変な蒸し暑さの中、子供達と保護者の皆さんと園の職員の方が本当に笑顔いっ
ぱいで手作りの夏祭りを楽しんでおられました。移転が決まっていて泉町での最後
の夏祭りと聞きました、訪問させて頂き、短い時間ではありましたが、有意義な時
間を過ごすことが出来ました。佐藤委員長有り難うございました。

幹事報告

大矢

克巳

幹事

テーブルに置いておりますお茶ですが、本日グリル大東さんより会員皆さんにお
中元として頂きましたので、ご報告させて頂きます。

委員会報告
◎ニコニコ箱
中野 隆二 委員長
・インターアクト例会出席 こども発達支援センタージュース差し入れ
出席ありがとうございました 感謝
小川 芳男 君
・藤本さん、髙島さんありがとうございました 感謝
木村さんお世話になりありがとうございました 感謝
大東
弘 君
・早退 お詫び
中
恒夫 君
・小川会長 金曜日はごちそうさまでした 感謝
田川 和見 君
・橋本会員ありがとうございました 感謝
杉原 巨峰 君
・大東会長エレクト、大変お世話になりました 感謝
木村 克己 君
・小川会長ありがとうございました 感謝
中野 秀一 君
・大阪桐蔭インターアクト例会、空門委員長 お疲れ様でした
小川会長ごちそう様でした 感謝
東村 正剛 君
・大阪桐蔭インターアクト例会、ご参加ありがとうございました
小川会長ご馳走様でした 感謝
空門 満也 君
・早退 お詫び 森岡さん撮影交代ありがとうございます
間
紀夫 君
・本日もニコニコ箱への御協力ありがとうございます
中野 隆二 君

◎ゴルフ同好会
中野
本年度は昨年同様５回開催する予定です。
第一回目は９月下旬から１０月中旬に開催する予定です。
皆様のご参加心よりお待ちしております。

◎社会奉仕委員会

佐藤

秀一

キャプテン

多加志

委員長

本年度、
最初となるこれまでの継続事業である大東市立子ども発達支援センター主催
の「なつまつり」に 7 月 10 日、小川会長初めとするメンバーで慰問に行きました。
これまで、数年訪問する事が無かった様でクラブとしては久々でした。
所長の廣田様(写真のご婦人)も歓迎頂き、現状の子供たちの障害状況や支援センター
の業務内容と支援内容等を小川会長にご説明頂きました。
今後の継続如何に付いて、参考となるお話を
頂けました。
参加頂いたメンバー
小川会長

大矢幹事

田川会員

中野会員

東村会員

空門会員

有難うございました。

木村会員

◎インターアクト委員会

空門

満也

委員長

7 月 10 日午後 5 時より大阪桐蔭中学高等学校におきまして同校 IA クラブ例会が
取り行われました。
例会に参加頂きましたメンバーの皆様、あつく御礼申し上げます。
例会では本年度部長の大谷さんより大東ロータリークラブに対して感謝の言葉と、
本年度部員は 38 名に達したとの嬉しい報告がありました。活動報告ではどの部員も
これからもしっかりと活動して行く旨の決意が語られました。小川会長からも卓話
を頂き会長がインターアクト委員だったころの思い出や英語の重要性、ロータリー
クラブの行動規範である４つのテストの話をされインターアクトクラブの部員は将
来リーダーとして活躍を期待する人であり、卒業後はローターアクトクラブ、そし
てロータリアンとなれる人材として成長してほしいと語られました。
また翌 11 日は午後 2 時より相愛中学高等学校におきまして海外研修のオリエン
テーションが取り行われ、インターアクターは河内音頭や「果てない空」という歌
の練習をしました。
また翌 12 日には午前 10 時より京橋駅におきま
して大阪桐蔭中学高等学校のインターアクターと
顧問の先生と共に、ローターアクトクラブの献血
活動に参加してきました。

先週の卓話

「

新年度の方針発表

」

●青少年奉仕委員会

東村

正剛

委員長

会員数の減少、青少年におけるスポーツの多様
化、そしてロータリークラブとしての在り方が問
われる昨今ですが、３０年の長きに渡って、青少
年の心と身体の健全育成を目的として取り組ん
できました中学生対象の剣道大会、この継続事業
との関わり方を数年前より歴代青少年委員長をはじめ、当クラブとしてどう向き合
うべきなのかを検討してこられました。
昨年度、この継続事業に終止符を打ち、参加者の皆様の心に残る大会となったと
思います。
本年度の小川会長のテーマ「輝かしい伝統を心に・変革を！」と掲げられ、青少
年奉仕委員会としてもどう変革すべきなのかを考えて参りたいと思います。
多様化する現代社会において、青少年を取り巻く環境は大きく変化しています。
その急激に変化した時代に対応すべく、創立５０周年という大きな節目を近々に控
えた当クラブとして、新たに子どもたちに何が出来るのか、何を残せるのかを検討
して参りたいと考えています。
また、青少年奉仕委員会として小学生を対象とした少年野球大会、そして小中学
生による弁論大会は、例年通り事業を推進して参りたいと考えています。
結びに、本年度は初めての理事ということもあり、分からない事が多々あるかと
は思いますが、皆様のご指導とご鞭撻の程宜しくお願い致します。
事業計画
・大東ロータリー旗争奪

青少年野球大会

・大東市小中学生弁論大会
・今後の青少年奉仕事業の検討

１１月中旬

９月初旬

●ロータリー情報委員会

岡本

日出士

委員長

●当委員会は大東 RC が設立され、試行錯誤を経
た中で、幹事として一年様々な経験をし、RI や地
区、他の RC 等から、最も多くの新しいロータリ
ー情報を身に付けた会員が、次年度の情報委員長
になるのが良いとされ当クラブではこの人事が前
年度迄踏襲されて来ましたが、今年度は都合によ
り 40 年ぶりに変更され私が担当する事になりました。会長をはじめ会員皆様の御協
力をいただきながら取り組んでまいりますのでよろしくお願い致します。
情報委員会は、(1)会員候補者に RC 会員の特典と責務に関する情報、 (2) (1)に対
する適切な理解を提供し、(3)会員にロータリーその歴史、綱領、規模、活動に関す
る情報を提供し、(4)会員に RI の管理、運営の動向についての情報を提供する方策
を考案し、これを実施するものとする。となっています。
当クラブの最重要課題は会員の拡大だと思います。
一層魅力あるクラブになる様に頑張りましょう。
●S.A.A

田川

和見

会員

S.A.A とは会場監督であり、その任務と役割は
「楽しく円滑に効果的な例会が行われるようにす
る事」にあります。
本年度、小川会長の方針である「輝かしい伝統
を心に・変革を！」として過去から未来への懸け
橋の年度として伝統の継続と変革に情熱をもって
取り組み、親睦活動委員会・出席委員会・各委員会とも S.A.A として一緒に例会を
精一杯努めてまいりますので皆様には例会への積極的な参加とご協力をお願いします。
●職業分類委員会・会員選考委員会
池田

實

委員長

職業分類委員会は、会員増強委員会・会員選考
委員会と連携を密に図り、会員の増強のお手伝い
が出きるようにスピード感を持って分類に取り組
んでいきます。
会員選考委員会においては会員より推薦され
た人を、人格、職業及び社会的な地位等をよく調べロータリアンとして適切な人材
を、例会に出席出来る人を会員になって頂きたいと思います。

●出席委員会・プログラム委員会
森岡

信晶

委員長

例会出席はロータリークラブの最も基本的な活動
であり親睦を深める重要な機会とされています。
ホームクラブ出席率 100％を目標に、会員の皆様
の実りある交流をはかり情報交換の場を目指し会
長方針である「輝かしい伝統を心に・変革を！」を
推進していきたいと考えます。
本年度プログラム制作にあたり、卓話のご依頼をいたしましたところ、新入会員
の皆様をはじめ会員の皆様に快く引き受けていただきました。
「輝かしい伝統を心に・変革を！」
卓話は日頃接することができない会員の皆様それぞれの業界に深く精通した様々
な業種のお話をうかがうことができるまたとない機会であり、自身の世界観を広げ
る大きなチャンスです。
「変革」の糧としてそれぞれの活動にお役立ていただくことを願います。
●親睦活動委員会

杉原

巨峰

委員長

ロータリー活動において、親睦とは常に根幹と
称されてまいりました。
会長方針の中でも、「 会員相互の親睦が最重
要 」と掲げられております。
本年度は若手新会員も増えた委員会構成に
なります。
「 交流と信頼 」を大切にしながら、諸先輩方の築いてこられました輝かしい伝
統を継承しつつ、若いエネルギーをもって委員会運営を目指したいと思います。
会員皆様にはご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
【

事業計画予定

】

1. 例会設営
2. 秋の家族会
3. 第４８回

１０月６日～１０月７日

4. 春の家族会

クリスマス会
４月５日

１２月８日

●シンギング委員会

小林

誉典

委員長

私は、お蔭様というのも変ですが、日々仕事上
時間に追われている感じで、多くの時間を過して
います。そんな中で、このロータリーの時間は仕
事を離れ楽しく過させてもらっておりますが、特
にこの歌と体操が非日常的で気に入っておりま
す。僅かな時間ですが、音楽のリズムに合わせて、腹式呼吸で声帯を震わせ、緩や
かな動きで関節を動かし、良い気分転換になります。情報過多の気ぜわしいご時世
の中で、ゆるやかな時間も感じるバランスが必要と思います。ある均衡理論により
ますと、「静かに行く者は健やかに行く。健やかに行く者は遠くまで行く。」と申し
ます。
皆さん一緒に、穏やかに歌って動いて、健やかに行きましょう。

大東歴史散歩コース

「龍」を求めて・・・・・・・・

① 延徳銘地蔵

舟型をもつ延命地蔵である。

「延徳二年庚戌三月」（1490 年）の造像銘をも
ち、本市最古の石仏である。
② 龍光寺

曹洞宗。河内鑑名所記によると、敏

達天皇（572 ～ 585 年）の開基、その後頼朝が
建立したが度々兵火にあい荒れていると記され
ている。また別の記録によると正保二年（1645）
僧玄光が再興したとあるが無住のため荒廃。往時
をしのばせる地名として付近に「土堂（つちんど
う）」「無念堂（むねんどう）」が残る。

パート１

