
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今週の卓話  （10月 20日）  

次週の予定  （10月 27日） 

ロータリーソング 

9/29 「手に手つないで」「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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9/29 ゲスト 
第 2660 地区 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（9月 29日分） 

会員数  41名 出席数 27名 欠席者 11名 

特定免除 3名 その他免除 0名 

出席率 71.05％ 

 

前々回 9月 8日分 

ホームクラブの出席者. 37名  97.37％ 

メークアップの結果 38名 

特定免除 3名  その他免除  0名 

欠席者 0名  修正出席率 100.00％ 

 

 

9/26 後面に記載  
10/6 移動例会につき割愛 

「大東ロータリークラブに入会させて頂いて」 

安田 智洋 会員 

立野純三ガバナー公式訪問 

3RC 合同例会 ホスト大東 RC 

◆ 出席報告（10月 6日分） 
会員数 41名 出席数 16名 欠席者 15名 

特定免除 10名 その他免除 0名 

出席率 51.61％ 
 
前々回 9月 15日分 

ホームクラブの出席者 32名  88.89％ 

メークアップの結果 36名 

特定免除  5名  その他免除  0名 

欠席者 0名  修正出席率 100.00％ 
 



 
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。例会終了後のクラブ

協議会にご出席をお願い致しております。よ

ろしくお願い致します。 

秋の大型連休、みなさんは、ゆっくりなさ

ったでしょうか、海外でゴルフ三昧という方もおられたのではないでしょうか。私

は瀬戸内海の料理旅館でおいしい魚とおいしいお酒と露天の温泉に入って日本の休

日を十分に過ごさせてもらいました。15日の前の例会の後、18日の交通安全運動へ

の参加・22日の少年野球大会の決勝戦・閉会式と事業が続きましたが、たくさんの

メンバーが参加して下さり無事終えることが出来ました。後ほど各委員長から報告

が有ろうかと思います。 

この後も 10 月は、1 日のゴルフコンペ・6 日 7 日の家族会と楽しみの事業が続い

ております、夏バテ気味のこの身体、体調を整えて参加したいと思っております。 

民俗学者・柳田国男氏の言葉に「美しい村というのは、最初からそこにあったも

のではなく、美しく住もうとする人がそこにいて、長い年月を経て作りあげられて

くるものである」とあります。私の勉強不足でこの言葉を書いた随筆集に未だ届い

てはおらず、ただ彼方此方にこの言葉は、使われていて私の知るところとなるので

すが、この美しい村は、美しい人々に、美しい家族にそして美しい大東 RCに置き換

えられるのかなと思っております。会員拡大を考えていますと「あなた方のその集

まりに私も参加してみたいのですが・・・・」と声をかけられる夢の話があります。

それは私たちが、これからもずっと作り上げていくはずの大東ロータリークラブの

私たちロータリアンの行動にかかっている実現可能な夢の話だと思うのです。 

例会終了後のクラブ協議会、ガバナー補佐のご助言また他クラブの動向をご教授

頂ければと思っています。よろしくお願い致します。 

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 

・岩本ガバナー補佐ようこそおいで頂きました      小川 芳男 君 

・皆様に感謝！          大矢 克巳 君 

・マレーシア、ペナン 無事帰国しました       大東  弘 君 

・柿木篤君ご協力ありがとう 感謝          大西 寛治 君 

・海外旅行 無事帰国しました        藤本 和俊 君 

・海外旅行 無事帰国          髙島  登 君 

・橋本さん ごちそう様でした 感謝          田川 和見 君 

・少年野球閉会式、東村委員長 大変お世話になりました     木村 克己 君 

・マレーシアより無事帰国しました 野球大会無事閉会式終えました  

小川会長はじめ皆様有難うございました       東村 正剛 君 

・杉原委員長 大東および生駒でたいへんごちそう様でした 感謝   空門 満也 君 

・例会欠席お詫び 親睦委員会の皆様ありがとうございました    間  紀夫 君 

・橋本副会長、ごちそうさまでした  

本日もニコニコ箱へのご協力ありがとうございます      中野 隆二 君 

 

 

 

 

 

 

 

◎青少年奉仕委員会           東村 正剛 委員長 

9月 22日に第 36回大東ロータリークラブ旗争奪少年野球大会決勝戦が行われました。

多数の会員の皆様のご参加ありがとうございました。優勝はオール住道でした。 
 

そして、11月 12日ですが、弁論大会が開催されます。引き続き多数のご参加よろし

くお願い致します。 

＜弁論大会＞ 

日 時：11月 12日（木）午後 2時～4時 40分 

会 場：サーティホール（大ホール） 

委員会報告 



 

 

 

 

 

 



◎社会奉仕委員会       佐藤 多加志 委員長 

赤い羽根基金をクラブから大東市社会福祉協議会へ 20,500円、募金させて頂きました。 

また、皆様からの東北豪雨震災義捐金の総募金 60,000円を地区へ送金させていただき

ます。 

御協力を有難うございました。 



◎インターアクト委員会         空門 満也 委員長 

9 月 26 日 京都国際交流会館に於いて開催されました第 4 回全国インターアクト研

究会並び に第 2回地区インターアクト委員長会議に出席しました。  

内容としましては循環型社会創造研究所「えこら」代表 藤田アニコー様をむかえ

講演いただきました。日本は古来からの素晴らしい文化がありますが、今の時代結果

主義になってきてそれが失われてきている。消費の時代になり環境問題が深刻化して

いる中、自然との調和を大事にしてきた「道」の日本の文化は環境問題を解決できる

要素がたくさんあります。それを世界に発信していきたいといわれておりました。 

その後第 2 回全国地区インターアクト委員長会議が議長の 2650 地区 IA 委員長伊藤

勝晤会員の「もっと IAクラブの活動を変化・発展させていきたい」との挨拶で始まり

この研究会につ いてのインターアクトクラブ顧問へのアンケート結果の発表、（情

報交換をしっかりとしたい 地区を超えて何か出来ないものか）次回以降の開催地の

決定（愛知県、栃木、2700 地区（福岡・佐賀・長崎）、神奈川）、情報交換としての他

地域の活動状況報告を参加の２０地区が随時発表して、研究会委員長/第 2680 地区パ

ストガバナー 三木 明会員のインターアクターの合同全国研修会の可能性に言及さ

れ、研究会の更なる発展と広がり祈るとの言葉で締めくくられました。 

 

 

 

大東歴史散歩コース      
古堤街道に沿って・・・・・・・・         パート 5 

⑩ 大峯堂  役行者（えんのぎょうじゃ）を祀

る。民間信仰として伊勢講などと共に古くは行者

講があり、市内では戦後まで「男は一生に一度は

大峯山にまいらなければいけない」とし、適齢期

の子どもの大人入りの行事を行っていた。それは

村の先達を中心に山上ヶ岳の行場で行をつみ、村

に帰って来ると護摩をたき、般若心経を唱え行の

無事に感謝し、同時に豊作をも祈願した。 

 

 

古堤街道  大阪市北区相生町で国道２号線と

分岐、寝屋川沿いに大東市に入り、諸福・御供田・

中垣内を通り龍間で生駒を越え、田原を経て大和

に至る街道。大和街道中垣内越えと古称。 

 



 

 

「 人生は目標を持って生きる  」 
  

 池田 實 会員 
 

皆様こんにちは。今日のテーマは「人生は目標

を持って生きる」ということで話をします。お互

い皆さん目標を持っておられると思います。 
この大東ロータリークラブは、1967 年 12 月

26 日に出来まして 48 年目となります。僕は 6 年

目に入会させて頂いております。本当に月日の流

れるのは早くて、大東ロータリークラブも 50 周年も間近という事ですが、健康でこ

れたのは幸せだなと思います。 
大東ロータリークラブははじめ守口の健康会館で例会がありました。父がチャータ

ーメンバーでして、守口に６年間送り迎えしていましたが、そのうち大東に場所が移

り僕も入会し、親子で 15 年ぐらいしておりましたが、父親が 1984 年に引退し、僕

は後を続けて現在に至っています。 
僕は昭和９年 3 月 7 日生まれで 81 歳ですが、この大東もずいぶん様変わりしまし

た。まず寝屋川には鮎もいて、シジミ、貝もおり、夏になったらトンボ、蛍も飛んで

いてとてもきれいな川でした。 
僕らの時代は戦前、戦後を知っています。小学校時代は食べるものもほとんど無く、

学校では廊下で勉強したり、近くで空襲があったり、生きるのに精いっぱいの時代を

過ごしました。もし、戦争がもう少し長引けば兵隊に行っていたかもしれない。終戦

になり、本当に良かったと思いました。 
小学校の時は電車の運転手、車掌になりたいと思ったり、中学校、高校とだんだん

変わって行き、やっぱり家が商売をしいてるので商売人になりたいと思ったり・・・、

大学を卒業し、やっと目標が定まってきて、家の家業を継ごうとなりました。 
たとえば、定年になりその後目標も無く何もすることがない。退職金をもらい、お

金はあるしゴルフでもするか、となるといっぺんに老けるんじゃないかと思います。 
今朝起きて思ったことは、父親から言われていた、朝は希望で起きて、昼は努力を

し、夜は感謝で寝るということを忘れてはいけないということ、そして、健康が大事

やから体を壊さないように自分で制御しないといけない。人生を楽しく生きるには体

先週の卓話 



を壊さないことも大事なので、まず暴飲暴食はしないで、寝れる時は早く寝て、朝は

早く起きる方がよい。 
目標を持ってもかなわない目標は夢です。現実離れしたものでなく、叶える事ので

きる目標を持つ。そして、大事なのは真面目で正義を持ち信用があることです。信用

があれば財産がなくてもなんとかなります。こうやってロータリーを続けれるのはや

はり努力をしているからです。また、競馬に投資してますが、ダービー馬を持ちたい

という目標をもち、もう 40 年そして今年個人で 100 勝を達成しました。しかし 100
勝してもダービーは取れない。しかし目標を持っていると仕事も頑張らないといけな

い。ですから皆さんも目標を持って進んでいってもらいたいと思います。 
このあいだ「自己責任で生きよう！」という話をさせてもらいましたが、なにも自

己責任を負わない、なんでも人のせいにするような事はダメで、自分でした事は自分

で全部解決する。自分の心がけひとつで人生は進んで行くと思います。それもすべて

自分のする事、心がけひとつです。 
そして、夫唱婦随といいますが、夫婦共存共栄ですから良い奥さんによって良い方

向へ行きますので、奥さんを大事にして家庭を大事にすることです。 
そして、生まれたからには目標を持って楽しく生きていくことが大事だと思います。 
 
 
 
 

◎ゴルフ同好会  中野 秀一 キャプテン 
 
１０月１日（水）、飛鳥カントリー倶楽部にてゴルフコンペが行われました。参

加者１８名、優勝は樋口会員でした。次回は１２月の予定です。 
多数の御参加お願い致します。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



  
２０１５～２０１６年度 

 

●第４回クラブ協議会開催● 

 

９月２２日（火）例会後、岩本ガバナー補佐をお迎えして第４回クラブ協議会が開催

されました。 

小川会長の本年度運営方針発表の後、本年度５大奉仕委員長による活動計画の発表、

その後岩本ガバナー補佐を囲んでの質疑応答、ガバナー補佐の所感を頂き大矢幹事の

閉会のことばにて無事閉会しました。 

次回は２０１６年１月１９（火）例会後、を予定しております。 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
元グローバル奨学生 宮尾 真梨子さん 

大東ロータリークラブ 

ロータリアンの皆さま 
 

平素より大変お世話になっております。グローバル奨学生として米国、モントレーに留

学をしておりました、宮尾でございます。ご連絡に間が空いてしまい、大変失礼いたし

ました。 
 

現在、米国大学院卒業後に付与されるトレーニングプログラムを利用してロサンゼルス

に在する Globizz Corporation にてコンプライアンス コンサルタントとして勤務して

おります。また、この度正規職員として来年度も引き続き勤務することが決定いたしま

したのでご報告させていただきます。 
 

今私が勤務している会社は、日本企業の米国展開を実現するため米国規制のコンプライ

アンス コンサルティング業務を主に提供している会社です。大学院在籍時に行った、

エネルギー分野をはじめとする日米規制比較、調査等の経験を活かし、時にはリサーチ

業務、時には営業に行ったりと、大変ありがたいことに忙しくさせて頂いております。 
 

米国における日本製品の需要から、医薬品や医療機器、食品や化粧品に関するお仕事が

多いですが、小さい会社ながらに、たくさんの日本企業をサポートさせて頂いており、

文字通り『日米の懸け橋』になれるよう日々邁進しております。 
 

中でも、福島原発を起因とする米国規制に関して、日本の輸出規制と米国の輸入規制の

間にあるギャップを是正するため JETRO LA や在 LA 日本領事館と協調して米国管理局

への申し立てを行うなど、大学院にて培った専門領域を実践的に使用することもできて

おります。と同時に、3.11が全世界に与えた影響の大きさ、日本国民に与えられた説明

責任という重い使命を痛感している次第です。 
 

卒業してから正式にご挨拶に伺うことが出来ておらず、大変申し訳ございません。実の

ところ、今持っているビザの制約が大変厳しく、現在新たに申請しているビザが認可さ

れれば、自由に米国を出入りできるようになります。ビザが通れば、日本への出張機会

もありますので、帰国した際には必ずご連絡させていただきます。 
 

冬になるに向けて気温も冷え込んでくる頃だと思いますが、皆さま、くれぐれもお身体

ご自愛くださいませ。 
 

（ロサンゼルスは過去まれに見る”モンスターのような”（Monstrousと新聞に書いてあ

りました！）エルニーニョ現象で、連日 37 度を超える猛暑です！カリフォルニアらし

く、すがすがしい青空の下ビーチ沿をお散歩、、、をするにはもう少し我慢が必要なよう

です。。。） 

 


