
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今週の卓話  （9月 15日）  

次週の予定  （9月 29日） 

ロータリーソング 

「それでこそロータリー」「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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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（9月 8日分） 

会員数  41名 出席数 36名 欠席者 2名 

特定免除 3名 その他免除 0名 

出席率 94.74％ 

 

前々回 8月 25日分 

ホームクラブの出席者 36名  97.30％ 

メークアップの結果 37名 

特定免除 4名  その他免除  0名 

欠席者 0名  修正出席率 100.00％ 

 

 

後面に記載 

「大東インターアクト創立 39 周年に因んで」 

空門 満也 インターアクト委員長 



 
こんにちは、日曜日、少年野球大会の開会式が

ありました。たくさんのロータリアンの参加出席

を頂き、心強い雰囲気の中、開会の挨拶と始球式

をやってまいりました。ボールは、少し届きませ

んでしたが、子供に当ててしまうことなく、無事

終了しました。２２日に閉会式を予定しておりま

す。連休の真ん中ですが、出席よろしくお願い致

します。 

今日は、麻薬の話を少ししてみます。アヘン・コカイン・大麻・覚せい剤・LSD・

MDMA・シンナー・トルエンそれに加える事脱法ドラッグ等新参者まで入ってきて騒

がしい事になってしまっています。 

ケシの実から採取されるアヘンは、紀元前から鎮痛剤として使用されており、歴

史上はイギリスと清国の間に戦争が起こりイギリスの勝利に終わるのですが、この

アヘン戦争が江戸幕府に強烈な衝撃を与え明治維新への流れを作ったものです。 

アヘンはケシの実から採取された樹脂を粉末にして使用しますが、このアヘンか

らモルヒネ・コデインが、作られ、モルヒネからヘロインが作られます。強い鎮痛

作用と鎮咳(咳止め)作用があり副作用として便秘・嘔吐・呼吸抑制がありヘロイン

は特に強い耽溺性を示します。 

もう１つの植物は、コカです、葉っぱからコカインが抽出されます。多幸感とい

うより興奮作用による覚醒剤様作用があります。エリック・クラプトンの曲に有る

ようにコカインは、アメリカのミュージシャンを蝕みました。マリファナや LSD に

続いて、手を変え品を変え送り込まれてきますが、これは、必要悪でもなんでもな

く、ただ社会が未成熟で不十分な知識のもとで正しい情報が届くべきところに届い

ておらず、臭い物には蓋をしていればいずれ消えていくという間違った考えに基づ

く物で、すべてを白日の下に詳らかに腹けだし、早急に正しい情報のもとに教育体

制の構築をしなければならないと思います。 

今、医療の現場で使用されているモルヒネ・コデインは、用法用量を守れば、耽

溺性幻聴幻覚等は発現せず便秘・嘔吐の副作用も併用薬でほとんど軽減出来るよう

になっています。病からくる強い痛みを軽減すべく製薬会社は、薬剤の形態や使用

方法の改善改良を繰り返しています。麻薬という言葉からくる偏見や躊躇を減らす

ようオピオイドという名称を使って一線を引くようになっています。それは医療側

の意識をも含めた話でますますの研鑽を求められている分野の話であります。 

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 

・結婚記念日  自祝         小林 誉典 君 

・結婚記念日  自祝 なんとか 17年やってこれました 感謝！  谷中 宗貴 君 

・少年野球大会開会式出席、ありがとうございました     小川 芳男 君 

・本日もありがとうございます 感謝         大矢 克巳 君 

・大山ゴルフクラブ 素晴らしいコースでした  

大矢会員ありがとうございました        大東  弘 君 

・1週間ぶりに風邪が治りました 感謝       田川 和見 君 

・東村委員長 少年野球大会、開会式 

大変お世話になりました 感謝        木村 克己 君 

・「東京ばなな」は うまい！ 感謝       中野 秀一 君 

・「大東ロータリークラブ旗争奪少年野球大会開会式に 

沢山のメンバーにご参集頂きありがとうございました 感謝  東村 正剛 君 

・森岡会員、野球大会開会式写真ありがとうございました     間  紀夫 君 

・先週熊野二木島（にぎしま）に行って来ました  

貴重な晴日（はるひ）に感謝           東野 喜次 君 

・野球お疲れ様でした 小川さんありがとうございました        森岡 信晶 君 

・大山（だいせん）のさわやかな空気の中、 

楽しくゴルフしてきました 感謝           山田   伸 君 

・本日もニコニコ箱への御協力ありがとうございました 感謝    中野 隆二 君 

・野球大会欠席すみませんでした                 柿木   篤 君 

 

◎青少年奉仕委員会           東村 正剛 委員長 

9月 6日の野球大会開会式へのご参加ありがとうございました。 

9月 22日（火・祝）14時から決勝戦が予定されております。是非会員皆様ご参加し

て頂けます様お願い致します。  

 

委員会報告 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎広報委員会        間  紀夫 委員長 

 この度、10月 1日より、当クラブＨＰで会員紹介をさせていただく事となりました。

掲載内容は、添付のＨＰイメージ図のとおり、氏名、企業名・事務所名、住所、ＴＥＬ・

ＦＡＸ番号、自社ＨＰへのリンク先アドレスとなります。 つきましては、会員紹介へ

の掲載を希望される会員は〇、希望されない会員は、×をご記入ください。 

なお、掲載情報に誤りがある場合は、お手数ですが、お申し出いただきますようお

願い申し上げます。         

また、企業ＰＲコメントなどの、追加、変更などにつきましても対応させていただ

きますので、お気軽にお申し出下さい。 



 

 

「 より効果的なクラブ研修活動を考える  」 
  

 上田 正義 クラブ研修リーダー 
本日は、卓話の時間を頂きましてありがとう

ございます。 
2015－2016 年度クラブ研修リーダーといた

しまして、より効果的なクラブ研修活動を考

える（今日を支え明日を創るために）この様

な表題で卓話をしてまいりたいと思います。

今回はクラブ活動への問題意識を、皆様方の

会社に置き換えたらどうなるか？考えまし

た。ロータリークラブの内容だけでは、マンネリになりがちですが、視点を変えれ

ば又新しい視点になりロータリーにも応用できるかと思いました。 
 
（１）クラブ活動への問題意識 ⇒ 企業の発展・成長に関わる問題 
会員数の減少・ロータリー精神の希薄化・クラ

ブ活動のマンネリ化・組織の弱体化 
顧客・売上の減少・緊迫感の欠如・適度の達成

感・高齢化などにより組織の弱体化 
この問題点が企業の成長の妨げになっていると

思われます。 
 それでは、どうしたら解決するか？ 
 
（２）活力あるクラブ活動 ⇒ 活力ある企業 
ロータリアンとしての成長⇒社員としての成長 

スキル・知識の向上 より専門分野の研鑽を積

めばその道のエキスパートとして、自信が湧

き・仕事にさらに意欲が湧き・他者からの信頼

もおのずから厚くなると思います。一人一人が

エキスパートに近づければ、チーム力の強化に

繋がり、企業の活性化が少しずつではありますが

見られるかと思われます。それでは、企業の活性

先週の卓話 



化・発展はどのようにしたらよいか？ 
活力溢れる企業・充実した社員の生活をつくるには企業の社会貢献が社員の誇りに

なり、利益を上げ社員に還元することにより充実した生活を保証すことで、やる気

が出るかと思われます。 
 
（３）クラブ研修活動の位置づけ ⇒ 企業としての意識づけ 

よく昔から人は宝といわれますが、材料の材の人

材を使いますが財産の財もあれば罪悪の財もあり

ます。性格も人其々です。つきあって見なければ

人はわかりません。しかし縁があって仲間になっ

たかぎりは、育ててつきあっていかなければなり

ません。企業にとっては、宝の財になるかもしれ

ません。将来への財産にもなる可能性があります。 

今日を支える人材となり活力ある企業の一員になる場合もあります。人財を増強す

ることは、企業の成長に繋がります。 
 

（４）ロータリアンの成長 ⇒ 社員の成長 

新入会員ここでは新入社員と言い換えます。新入

社員は右も左もわかりません。会社に対して自分

の人生を賭けるには大丈夫か不安と緊張一杯で入

社されます。会社を知るには、先輩社員の雰囲気・

行動を観察すことで判断します。まず１年先輩を

見ます。そして中堅社員・ベテラン社員と順番に

見ていきます。身近な先輩がフォローし教育係と

して、よき相談相手となり、企業の歴史・方針・組織構成・社内規定など一緒に研

修していくことが大事であります。次に新入社員が入ればその新入社員は先輩社員

になるわけです。中堅社員は新入社員の見本でもありますので言動やその一挙手一

足は新入社員を育て、教えています。中堅社員はＭｙFｅLLｏｗRotarian であり、

ベテラン社員は新入社員に対して、素晴らしい情報発信を受信する心がその情報受

け止めるだけの装置・環境を与える役目と思います。又、新入社員はピユアーな気

持ちで知性・知恵・感性を磨けば、成長に必要なエネルギーが備わる事ができます。 
 



（５）成長の手段（座学とＯＪＴ） ⇒ 社員教育の推移 
新入社員は新人研修を受けて先輩社員と共

に顧客・現場に同行し、仕事たるものは何

かと基本を学び、色々な体験を通じて中堅

社員に成長します。しかしその過程で意欲

を無くす事が多々発生します。人間関係・

仕事の挫折感・私生活の問題などで、一人

で孤独感に苛まれ退社に繋がる事もありま

す。それに対して相談しやすい環境作りが

必要であります。そこで中堅社員は研修リーダーの役割を果たし、自分が超えてき

た経験で指導し、社内の中心メンバー（中堅社員）に成長させる事が企業の発展に

繋がるかと思います。中堅社員をベテラン社員（企業の役員）が後継者に育てる体

制・環境作りに努力しなければなりません。社員・主任・係長・課長・部長・常務・

専務・副社長・社長・会長 役職が人を創るのです。ロータリークラブでは上下関

係・金銭関係はありませんが、組織は企業と同じで、会長以下其々の役職があります。

その役職を経験することによりロータリーを理解できる事ではないでしょうか。 
 
（６）新入会員に心がけて頂きたいこと 
 
 
 
 
 
 
 
 
（７）中堅会員に心がけて頂きたいこと 
 
 
 
 
 
 
 



（８）ベテラン会員に心がけて頂きたいこと 
 
 
 
 
 
 
 
 

（９）クラブ研修活動の仕組みと進め方 ⇒ 企業活動の仕組みと進め方 

研修計画は企業では、長期・短期売上・利益確

保計画及び経営方針を計画する事です。 

その計画・決定する部署が理事会であり、企

業では社長以下役員会で決定します。 

計画にあたり、各部署よりの意見又社内の現

状を把握し計画しければなりません。 

計画内容を各部署に報告して、再度意見聞き

を是正すべきところは是正し、決定すれば実

行にうつす。実行に必要な部署（研修委員会）の設置・人選を行い、計画を進めて

行きます。進めて行く過程では各部署との十分な打ち合わせと理解が必然です。 
 
（１０）ロータリーの将来 ⇒ 企業の将来 

画面の取りです。 

今までお話しました事は、決してクラブ研修委

員会だけのものではなく、クラブ会員全員の研

修であります。毎週の例会に始まり・事業への

参加・クラブ内外体験・地区事業の参加・委員

長経験など、メンバー全員が研修リーダーです。

毎日が研修であります。 

｛四つのテスト｝を生活の基本に、ロータリー

活動の基本に邁進して行きましょう。 

ご清聴ありがとうございました。 


