
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今週の卓話  （7月 28日）  

次週の予定  （8月 4日） 
ロータリーソング 

「我等の生業」「四つのテスト体操」 

 

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 小川 芳男 
■幹 事 大矢 克巳 
■会報委員長 中  恒夫 
 

◆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？ 
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 I.M.第３組ガバナー補佐 岩本 静江 氏 
  

後面に記載 

  

先週の例会報告 
 

 
世界へのプレゼントになろう 

国際ロータリー会長 

K.R.ラビンドラン 

 

 

２０１５年～２０１６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 

「 輝かしい伝統を心に・変革を！ 」 

◆ 出席報告（7月 21日分） 

会員数 41名 出席数 34名 欠席者 1名 

特定免除 5名 その他免除 1名 

出席率 97.14％ 

 

前々回 7月 7日分 

ホームクラブの出席者 33 名  100.00％ 

メークアップの結果 33名 

特定免除 6名  その他免除  1名 

欠席者 0名  修正出席率 100.00％ 

 

 

「大東のざき観光ステーション紹介」 

 吉村 茂 会員 
  



 

こんにちは、梅雨が明けましたね。先週の梅雨

の終りかけの雨台風、奈良や和歌山に比べると大

阪は、かなり優しかったようですが、地域によっ

ては、怖い思いをされた方がたくさんおられたと

思います。電車が止まったり、携帯電話が緊急告

知のために急に鳴り響いたり、山沿いの方は如何

でしたでしょうか。 

金曜日夜の大東市青少年健全育成市民大会も台風の関係で開催が中止になりました。 

私は、おかげでゆっくりとした時間を持つ事が出来ましたが、翌土曜日 JRが動か

ず、薬局のスタッフが出勤できず大変な思いをさせられました。 

今日は、例会後に、クラブ戦略計画委員会の準備会を開催いたします。 

正直に申し上げまして、暗中模索という言葉がチラチラと頭をかすめますが、理

事役員のみなさまの前向きな言葉を頂き、地区からの提案も参考に大東ロータリー

クラブ全員の知恵を頂いて進めていこうと思っています。 

大東ロータリークラブの中長期のビジョンの作成という途方もなく間口の広い話

ではありますが、私たちが今取り組まなければならない事は何なのか、足元をしっ

かりと見つめて、出来もしない夢物語を語る場ではなく、現実性のある夢を語り合

う場を作りたいと思います。ご協力をよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長の時間 小川 芳男 会長 
 
 
 
 

③ 役行者像  役行者は、奈良時代の修験者役小

角（えんのおづぬ）のことである。葛城山で修

行し、神通力をもつという伝説があり、修験者

の祖とされている。飛翔に似た像は、「永禄十

年三月七日」（1567 年）の銘あり、北河内最古。  
④ 一石十三仏板碑  慶長十一年（1606）龍間

の逆修講の人々が建立したもの。一枚石に死者

の初七日から三十三回忌まで 13 回の供養をし

てくれる仏を刻んだもの。逆修というのは、生

きている間に往生菩提を願い供養することで、

生前に行うと没後のそれより７倍の効果があ

るという。 

大東歴史散歩コース      
「龍」を求めて・・・・・・・・          パート 2 

＜ 竜間地区 ＞ 



 
 
◎ニコニコ箱               中野 隆二 委員長 
・入会記念日 自祝            大東  弘 君 

・入会記念日 自祝            中  恒夫 君 

・入会記念日 自祝            佐藤 多加志君 

・入会記念日 自祝            木村 克己 君 

・入会記念日 自祝            中野 秀一 君 

・入会記念日 自祝                  中嶋 啓文 君 

・入会記念日 自祝            間  紀夫 君 

・入会記念日 自祝              中野 隆二 君 

・結婚記念日 自祝            福富 經昌 君 

・結婚記念日 自祝         安田 智洋 君 

・例会出席ありがとうございます 感謝       小川 芳男 君 

・東村さん、山田さん、色々お世話いただきありがとうございました 感謝       

                大東  弘 君 

・孫ができました 自祝 感謝        大西 寛治 君 

・東村さん、山田さん、いろいろお世話いただき有難うございました 感謝  

藤本 和俊 君 

・夫婦でゴフルに行きました 楽しかったです！ 感謝     田川 和見 君 

・山田会員、色々とご配慮 有難うございました！  

中野 隆二君有難う！ 感謝        東村 正剛 君 

・中野 隆二会員、お手伝いありがとうございました 感謝    山田  伸 君 

・東村さん、山田さんありがとうございました  

本日もニコニコへのご協力ありがとうございます      中野 隆二 君 

・山田さんありがとうございました       谷中 宗貴 君 
  

 
 
 
 
 
 

委員会報告 



 
 
 

「 新年度の方針発表   」 
 
 
 

●会 計          東野 喜次 会員 

本年は会員皆様のご尽力により、４１名の会員

数でスタートすることが出来ます。とは言え、最

盛期には遠く及ばないとお聞き致しております。 

５０周年記念を直前に控え、運営の難しい４８

周年目の会計を仰せつかり気が引き締まるおも

いでありますが、本来の目的である職業を通じての社会奉仕、国際奉仕などクラブ

本来の趣旨を予算の減少と云う現実は抱えつつも、今まで以上に充実し、実りある

実行会計を進めたく、会員各位のご協力、ご理解をお願い致します。 

今年は台湾での周年事業に参加といった国際事業、又本来の継続事業も行いつつ、

大東ロータリークラブの今後を模索する年度にしていこうと云う小川会長の思いを

形にしていく為の予算でもあります。多くの出費が予想される中、ニコニコ会計も

含め、会員各位のご協力は必須条件ではありますが、会本来の規律を重んじての友

好関係は、なお一層推し進める予算であると思っています。 

今まで以上の各位のご協力をお願いします。       ＜7 月 14 日卓話より＞ 

 

 

●インターアクト委員会  空門 満也 委員長 

昨年に引き続き本年度もインターアクトクラブ

委員長をさせていただきます空門です。特に本年は

地区副委員長という役割も担当させて頂きます。 

昨年と同じく大阪桐蔭中学高等学校インターア

クトクラブの活動に協力・参加し、未来を担う青少

年たちの地域社会への奉仕と国際交流を通じて、感性豊かな人材育成に努めるわけ

ですが、本年は昨年経験させて頂きました事を思い出しながら、大阪桐蔭中学高等

学校インターアクトクラブ顧問の先生方、ガバナー事務局、インターアクト地区委

先週の卓話 



員長、副委員長と、昨年以上に密にやり取りしながら、段取り良く頑張っていきた

いと思っております。 

味来を担う青少年少女たちの健全育成に係るという重責を感じながら最後まで頑

張っていきたいと思います。 

大東ＲＣの会員の皆様には更なる各事業等へのご協力をお願い致すと思いますが、

ご理解とご協力をお願い致します。 

それではこれら事業を通じて青少年少女達にも、自分にも良い一年にすべく頑張

って参りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 
 

《今年度事業計画予定》 

 7 月 大阪桐蔭ＩＡＣ例会 

 8 月 海外研修 韓国（8 月 4 日～7 日） 

 9 月 早朝清掃活動 

10 月 秋の奉仕活動  早朝清掃活動 

11 月 文化祭募金活動 第 2660 地区年次大会 

 3 月 冬の奉仕活動 

 5 月 早朝清掃活動 

 6 月 新入生歓迎会 

 

 

●米山奨学委員会   安田 智洋 副委員長 

松原委員長欠席の為、代読させて頂きます。 

2 回目の米山奨学委員長として新規一転  職務

を全うできるように頑張りますので 、今年度 1

年よろしくお願いします。 

役割としましては、地区の米山奨学委員会とク

ラブとの繋ぎ役それと、寄付のお願い、米山奨学金制度の説明等があります。会員

皆様方の協力いただけますよう、どうかよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 



●規定委員会        中嶋 啓文 副 委員長 

上田委員長欠席の為、代読させて頂きます。 

小川会長が提唱されております、本年度テーマ

ー（輝かしい伝統を心に、変革を）の基に、伝統

と変革を推進する為に、大東ロータリークラブ定

款細則に対して、会員諸兄の御意見を頂きました

ら、委員会・理事会で検討させていただきますのでよろしくお願いします。 

クラブ研修リーダーも兼務しておりますので、各研修を通じてメンバーの成長の

サポートをさせていただきます。クラブを支える活力となり、明日のクラブを創る

ための源になる企画・実施・結果の評価を行う研修委員会の設置を検討お願いします。 

 

 

●会報委員会・雑誌委員会 

                  中  恒夫 委員長 

本年度より大東市のキャラクタ－であります、

ダイトン君他を市に使用申請して、週報に掲載す

る予定であります。 

大東市のＰＲを含め、当クラブの事業内容を会

員だけではなく、一般市民にもロータリークラブの事業をＰＲしてまいります。 
 
会報委員会と兼任する事となりました。当クラブの事業内容で五大奉仕の事業を

主に、また本市にかかわるイベント等の記事を地区のロ－タリ－の友に掲載してい

ただきます様、誌編集者に送りたいと思います。雑誌を通じ他クラブへのＰＲも行

ってまいります。 

会員の皆様には、ご協力頂けます様お願い申しあげます。 

 

 

 

 

 

 

 



●広報委員会          間  紀夫 委員長 

前広報委員長である森岡会員がクラブ内のホ

ームページ、インターネット環境を大幅に改善さ

れ、クラブとして積極的に情報を発信するための

環境を作り上げて下さいました。 

与えられた最新のツールを活用し、積極的な

情報の発進を行うことにより広報活動を通じて大東ロータリークラブのブランド力

の向上に努めてまいりたいと思います。 

また、情報伝達のスピードアップなどのために、前年度から取り組んでまいりま

したクラブ内の連絡メール配信の仕組みを早急に確立したいと考えておりますので、

皆様のご協力を何卒宜しくお願い致します。 

 

 

●ニコニコ箱委員会    中野 隆二 委員長 

この度、ニコニコ箱委員会 委員長を仰せつか

り、誠に光栄であると共に、その責務に身が引き

締まる思いであります。また、経験の少ない私に

このような機会を与えて戴いたことを心より感

謝申し上げます。 

次年度の充実した奉仕活動がおこなえるよう目標達成に向けて精一杯努力し、本

年度小川会長のテーマ『輝かしい伝統を心に・変革を！』基に伝統の継続と変革に

情熱をもって取り組んで参ります。 

自身、入会も浅く若輩者で御座いますが、精一杯努めて参りますので皆様からの

ご指導ご鞭撻並びに『ニコニコ箱』へのご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上

げます。   

 

 

 

 

 

 

 



●ロータリー財団委員会  大西 寛治 委員長 

ロータリー財団は国際ロータリーの活動の推

進を資金的に支援するための非営利団体で、その

使命はロータリアンが、世界で健康状態を改善し、

教育の支援を高め、貧困を救済することを通じて、

世界理解、親善、平和を達成できるようにするこ

とです。会員諸兄の自発的な寄付のみによって支

えられ、管理、運営している財団です。 

ポリオ撲滅はもう一歩まで来ています。 

国際ロータリー活動を支える補助金システム、マッチング・グランドは世界中の

地区、クラブに利用され国際奉仕活動の推進に貢献しました。ロータリー財団は

2017 年に 100 周年を迎えるのを機に新制度 FVP 導入に移行完了しました。次年度

基金への寄付、恒久基金への寄付、ポリオ基金への寄付等、会員の皆様にお願いし

ます。ご理解いただきご協力をお願いします。 

 

 

●直前会長        髙島  登 会員 

一年間皆様に支えられ会長を務めさせて頂い

た経験を生かし、本年度小川会長のテーマ「輝か

しい伝統を心に・変革を！」に従って、大東ロー

タリークラブ 47 年の伝統を心に、直前会長とし

て身施の心でお手伝いをさせて頂きます。 

 

 

 
   
 グルメ同好会                  山田 伸 キャプテン 

  

年末忙しくなるまでに 1回、年が明けまして 3月ぐらいに 1回、 

計 2回を予定しております。 

皆さんのご参加よろしくお願い致します 

  


