
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今週の卓話  （9月 1日）  

次週の予定  （9月 8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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「より効果的なｸﾗﾌﾞ研修活動を考える」 

   上田 正義 会員 
  

 ゲストスピーカー 
池田くれはＲＣ 直前会長 田中 隆弥 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 25日分） 

会員数  41名 出席数 36名 欠席者 1名 

特定免除 4名 その他免除 0名 

出席率 97.30％ 

 

前々回 8月 4日分 

ホームクラブの出席者 28 名  75.68％ 

メークアップの結果 35名 

特定免除 4名  その他免除  1名 

欠席者 1名  修正出席率 97.22％ 

 

 

後面に記載 

「 スマート HEMS について 」 
   パナソニック㈱   鈴木 快幸 氏 

副長 宇野 史晃 氏 
担当 中  恒夫 会員 

  



 

 

こんにちは、8月は、会員増強拡大月間とい

う事で、池田くれはロータリークラブの田中

様においで頂きました。後ほど卓話をお願い

致しております。よろしくお願い致します。

この卓話は、パストプレジデント会員増強委

員長藤本会員の強い想いが田中様に伝わりロ

ータリアンとして大変お忙しい中ここ大東ロ

ータリークラブに御出で頂きお話をして頂く事になりました。ロータリアンでない

方にロータリアンになって頂くという事は。心と心を通わせ心と心を互いに震わせ

そして入会という行動に至るという、大変崇高な、ロータリー活動の表には見えな

い根幹の活動であります。 

至誠にして動かざる者は、いまだこれ有らざるなり。 

今年のＮＨＫの大河ドラマ花燃ゆ前半の舞台になった松下村塾吉田松陰の言葉と

して伝えられていますが、私は、会員拡大に関してまだまだ誠と云う物が足りない

のかなと反省しきりであります。 

この言葉に突き動かされて維新が進んで行った大きな言葉であり、時の政権江戸

幕府が倒れ、藩がなくなり中央集権制に、そして士農工商の身分制度をも崩壊させ

た言葉だと考えています。 

至誠にして動かざる者は、いまだこれ有らざるなり。誠ならずして未だよく動か

す者は、有らざるなり。この孟子の言葉が松陰を突き動かしそして維新の志士達の

心を揺さぶり突き動かしました。 

私の話に戻ります。ぬるま湯につかって出られなくなってしまったような生活を

している私自身は、還暦を過ぎ、この先どのようにソフトランディングをしようか

などと考えていたのですが、その私に、一週間前の情報集会で、岡本先輩があと 15

年はがんばりなさい。と背中を押して頂きました。そして社会から求められる事に

答えられる精神と身体を保つべく節制をしなさい。という言葉を頂きました。身体

の奥底に何か熱いものが湧いたように思います。よき人と交わりよき言葉に触れな

さい。仏教にある言葉だそうですが、キリスト教にも儒教にもこの教えは、あるそ

うです。ロータリークラブにはこれが在ります。よき人は、ロータリークラブに入

って頂きましょう。

会長の時間 小川 芳男 会長 
 
 
 
 



  

◎ニコニコ箱委員会       中野 隆二 委員長 

・先週の情報集会、出席ありがとうございました        小川 芳男 君 

・やっと出ました 80台                   大矢 克巳 君 

・メークアップなし お詫び               大東  弘 君 

・池田くれは RC 直前会長田中様、卓話ありがとうございます  藤本 和俊 君 

・メークアップなし お詫び          上田 正義 君 

・病気全快退院          松原 清一 君 

・四條畷ラグビースクールの合宿（金・土・日） 

行ってきました 感謝         田川 和見 君 

・情報集会欠席 お詫び 杉原 巨峰 君 

・樋口委員長、情報集会大変お世話になりました 感謝    木村 克己 君 

・ネパール義捐金、皆様ありがとうございました 感謝    中野 秀一 君 

・会社のイベント感謝祭 大盛況にて終える事が出来 感謝！  東村 正剛 君 

・情報集会 欠席お詫び         東野 喜次 君 

・中さん、ありがとうございました  

本日もニコニコ箱への御協力ありがとうございます 感謝  中野 隆二 君 

 

 

 

◎国際奉仕委員会        中野 秀一 委員長 

・台湾雙渓ＲＣの創立２５周年記念式典及びＷＣＳ贈呈式について日程が決まりま

した。 

 2016年 3月 12日出国  

13日 WCS贈呈式  

14日記念式典  

15日帰国 

・ネパール地震被災者災害支援事業－子供たちへの心のケアプログラム－義捐金、

お陰様でトータル 305,000円集まりました。 

現地での活動について、カトマンズ西ＲＣのウダヤ氏にも通訳として参加頂く

事が決まりました。 

委員会報告 



 

8月 18日例会において、第 36回ロータリークラブ旗争奪少年野球大会の 

優勝旗授与式がありました。 

    
 8月 18日（火）場所、まんま家於 クラブ奉仕委員会、ロータリー情報委員会の情報集会が

開催されました。 

    

 



 

 

 

 
「 会員増強・拡大月間によせて  」 

  

担当 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。池田くれはＲＣの田中隆弥です。本日は、小川芳男会長、

藤本和俊パスト会長のお招きによりまかりこしました。本来ですと、伝統ある大東

ＲＣの大先輩の皆様に対しまして、会員増強のお話をさせて頂くことができる身分

ではございませんが、ロータリーの友情に免じてお許しくださいますと幸いです。 

 池田くれはＲＣでは、2009－2011 年度の 2 年間で 15 名もの退会者を出し、会員

数が 29 名になりました。そこで 2011－2012 年度の会長が危機感を覚え、その年の

会長方針を『退会防止と会員増強の総合的計画を考える』として、この年度は会員

増強一本でいくと宣言し、会員増強に最も実績のあった会員を会員増強担当理事に

据えました。この会員が精力的に 50 名を超える入会候補者と食事を交え、熱心に勧

誘しましたが、ただのひとりも入会に至りませんでした。会員一同完全に自信喪失

となり本気で他クラブとの合併を考えました。ただ退会防止には繋がったようで、

これから 3 年間ほぼ会員数を維持し、前年度は 28 名でスタートしました。 

 私の目標は純増 1 名でした。減らないでほしいという消極的な願いを込めてです。

そして 8 月の会員増強・拡大月間に、会員増強に成功したクラブの直前会長を招い

て卓話をお願いしたところ、最後に言われたことが「会員増強を推進することは、

先週の卓話 



会員増強委員長ではなくクラブ管理運営委員長でもありません。会長の熱意と行動

力、これがすべてです。」でした。この後会員増強プロジェクト特別委員会を立ち上

げ、私が委員長となり本気で取り組んだところ幸いにして 11 名の増強に成功しまし

た。 

 最後になりましたが、大東ＲＣ様の今後の益々のご発展をお祈り申し上げまして、

卓話を終わらせて頂きます。本日は誠にありがとうございました。 

 

 

 

 

＜ 鴻池新田地区 ＞ ③ 諸福天満宮  当社は寛永二十年（1643）

にこの地に勧請され、本殿も同時に造られ江

戸初期の流造りの様式ながら桃山建築の雰

囲気を残している。隣の勝福寺は当社の宮寺

でもあった。 

 

 

 

 

 

 

 

④ 素盞鳴神社  江戸時代初期に建立。 

当社は市内では珍しく宮座が存続し、 

明治期までは２月７日に弓座と客座 

に分かれて射的式と餅まきを行って 

いた。しかし今は当日餅まきだけを 

行っている。 

 

大東歴史散歩コース      
古堤街道に沿って・・・・・・・・          パート 2 


