
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今週の卓話  （8月 18日）  

次週の予定  （8月 25日） 

ロータリーソング 

「君が代」「奉仕の理想」「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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平成 27 年 8 月 18 日   No.2303   H27.8.4 (No.2302 の例会記録) 
 
 

「会員増強月間にちなんで」 
   会員増強委員会 藤本 和俊 委員長 
池田くれはＲＣ 直前会長 田中 隆弥 氏 

  

 ゲスト 
I.M.第３組ガバナー補佐 岩本 静江 氏 

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（8月 4日分） 

会員数 41名 出席数 28名 欠席者 8名 

特定免除 4名 その他免除 1名 

出席率 75.68％ 

 

前々回 7月 21日分 

ホームクラブの出席者 34名  97.14％ 

メークアップの結果 34名 

特定免除 5名  その他免除  1名 

欠席者 1名  修正出席率 97.14％ 

 

 

「クラブ奉仕部門の運営について」 
 クラブ奉仕委員会 樋口 秀和 委員長 

  

後面に記載 



 

 

こんにちは。 

ガバナー補佐の岩本様 お忙しい中 ようこ

そおいで頂きました。ゆっくりとお過ごし頂けれ

ばと思いますが、今日は、卓話をお願い致してお

ります。よろしくお願い致します。 

今日は、早朝より、関西空港に行ってまいりま

した。インターアクトの海外研修の見送りに大矢幹事と行ってまいりました。クラ

ブの生徒達も引率の先生方もそして空門委員長も元気いっぱいで出発してくれまし

た。充実した有意義な台湾研修旅行になる事を願って見送ってまいりました。生徒

達の帰国後の報告を楽しみに待とうと思います。 

早いもので、あっという間に一か月が過ぎ八月であります。本日は、第一週で理

事会の日でありますが、インターアクトの台湾に一足先に理事 3 名を含む 4 名が出

発しておりますので、第二週はお盆のお休みで第三週に理事会を開催する予定にな

っております。来週が、休みになっておりますのでお間違えの無いようによろしく

お願い致します。 

テレビや新聞では、猛暑・酷暑と騒いでいるわけでありますが、電力事情の話は、

無くなったのか夜は、エアコンを切らずに朝まで温度の管理をしてくださいとの事

です。原子力発電の話とか為替の話とか原油の話とか経済の話は、私はもう一つ解

らないのですが、関電は、黒字になる？なった？そうです。私たちは、熱中症に気

を付けて、クーラー病にも気を付けて睡眠をしっかりとって猛暑・酷暑を乗り切り

ましょう。 

 

会長の時間 小川 芳男 会長 
 
 
 
 



  
 
◎ニコニコ箱委員会       山田 伸 副委員長 

・誕生日 自祝                 田川 和見 君 

・誕生日 自祝                 森岡 信晶 君 

・岩本ガバナー補佐卓話をよろしくお願いします        小川 芳男 君 

・血圧が下がりました                   大矢 克巳 君 

・早退お詫び                 橋本 正幸 君 

・大東さんごちそう様でした 感謝         田川 和見 君 

・田川さんありがとうございました 感謝       中野 秀一 君 

・本日のニコニコ、ありがとうございます 感謝         山田  伸 君 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

◎ゴルフ同好会         中野 秀一 キャプテン 

2015-16年度のゴルフ同好会にご参加いただいた皆様有難うございます。 

本年度は全５回、第一回は１０月１日（木）に飛鳥カンツリー倶楽部にて開催を

予定しております。 

皆様のご参加、心よりお待ちしております。 

 

 

 

 

 

  

 

委員会報告 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 勿入渕（ないりそのふち）跡  古代に本市

西部から守口・門真市にかけて、「八ヶ（はっ

か）の湖」があり、後にナイスケの渕と呼ぶ

ようになったが、この辺りでは「勿入の渕」

と呼んだ。 

この渕については清少納言の枕草子や貝原益

軒の南遊紀行の中にも出てくる。 

 

②  勝福寺   曹洞宗で創建は慶長元年

（1596）という。向拝は軒唐破風で本堂の鴨

居に五百羅漢木像が並べられているが、元は

羅漢堂があった。明治 18 年の大洪水でお堂と

共に多く流失し、現在では 135 体を残すのみ

である。 

 

大東歴史散歩コース      
古堤街道に沿って・・・・・・・・          パート 1 

＜ 鴻池新田地区 ＞ 

 

今月のお誕生日花は、夏真盛りということで、夏バテ防止

カラーのビタミンカラーでアレンジ致しました。 

夏の花と言えばヒマワリ。本日のヒマワリは、サンリッチパイ

ン（夏の恵み）とモネの絵に描かれています“モネのヒマワ

リ”。夏の眩しい太陽に向かって咲くことから、花言葉は

「あなただけを見つめる」となっています。 

後は、ジャイアントマリーゴールド、ニワトリの鶏冠に似て

いることから名付いた鶏頭です。 

お誕生日おめでとうございます。 

“花言葉” 

ジャイアントマリーゴールド ―― 嫉妬 

鶏頭 ―― 気取り、おしゃれ 

8 月のお花 



 

 
 
 

「  ご 挨 拶    」 
 

  

 

 

 

2015-16 年度 I.M.第３組 

ガバナー補佐 岩本 静江 氏 
 
 

この度、西邨ガバナー補佐の後を受けてガバナー補佐の大役を仰せつかり、身の

引き締まる思いでございます。これまでの先輩ガバナー補佐の築かれた輝かしい伝

統と歴史を汚さないよう微力ではございますが、精一杯努力いたす所存でございま

す。どうぞ皆様のご協力のほど宜しくお願い申し上げます。 

 さて、ガバナー補佐の役割はあくまでもガバナーのお考え、地区の方針をお伝え

し、又それぞれのクラブの抱えている問題点や、地区への要望などをガバナーや、

ガバナー補佐の皆様と協議し、各クラブにお伝えするメッセンジャーと心得ており

ます。 

 

2015～2016 年度 2660地区 立野ガバナーの地区活動方針 

 「変革を！ロータリーを通じて奉仕（プレゼント）を」であります。 

 ＲＩは大きく変化しようとしています。私達はその変化に対応していかなければ

なりません。世界に、国内に、問題は多岐にわたり、これらの問題にロータリアン

は見ているだけでなく、積極的に関心を持ち、各種の奉仕を行っていくべきだと思

います。 

 今までの人生で社会から享受するだけでなく社会に貢献しましょう。私たちはロ

ータリーを通じて世界にプレゼントすることで、誰かの人生に、そして世界に真の

変化を起こすことです。 

 

先週の卓話 



具体的事項 

① ポリオ撲滅 

② 会員増強 

③ ロータリー財団 

④ 戦略計画委員会 

ロータリーは、毎年スタッフが変わり、その年々で会長方針、地区ガバナー

方針が変わります。クラブも企業と同じように中長期の方針を決め、実行し

ていただきたく、魅力あるクラブに変化していただくために、各クラブに戦

略計画委員会を作っていただきたいと思います。 

⑤ 地区改革 

2660地区ピーク時には5,702名の会員が、現在3,700名弱に減っていますが、

各地区委員会の活動内容は大きく変わっていません。見直す時期に来ていま

す。そのためにはゼロベースで各地区委員会の活動を見直していただき、活

動費の削減をし、健全な地区財政にもっていき、単年度黒字化を目指します。

今後は、地区が主催する事業を減少させます。ロータリーはあくまでクラブ

が主体です。 

⑥ 人材育成 

⑦ ＩＴの活用 

ロータリーも大きく変わり、ＩＴの活用をしなければならなくなっています。

マイ・ロータリーに登録していただき、ロータリーをもっと知ってください。

活動が楽しくなります。 

  

最後に、ポール・ハリスは「ロータリーが可能性を実現するためには、常に変化

し、場合によっては大きな変化をしなければならない」と言っています。今こそ変

化しましょう。皆さんと一緒に地区・クラブを変化し、素晴らしい未来溢れる地区・

クラブにしていきましょう。 

 
 


