
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今週の卓話  （12月 1日）  

次週の予定  （12月 8日） 

ロータリーソング 

「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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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（11月 24日分） 

会員数  41名 出席数 28名 欠席者 7名 

特定免除 5名 その他免除 1名 

出席率 80.00％ 

 

前々回 11月 10日分 

ホームクラブの出席者 35 名  94.59％ 

メークアップの結果 37名 

特定免除 3名  その他免除  1名 

欠席者 0名  修正出席率 100.00％ 

 

 

 

「 クリスマス家族会 」 

親睦活動委員会 杉原 巨峰 委員長 

「 時事について 」 
岡本 日出士 会員 

＜ビジター＞ 

         東大阪東 RC 水谷 道弘 氏 

 



 

 

 
 

 

ロータリーの友」の 11月号にある RI会長ラビンドラン

氏のメッセージを読みました。 

「平和をもって暴力と戦う」という題で、スリランカ・

コロンボでの 1991 年 6 月に起こった自爆テロにより自

宅が、家族が、娘が爆発に巻き込まれた過去の内戦下で

の話が、書かれています。 

RI 会長は、家族をも恐怖の淵に巻き込んだ出来事に「私たちは暴力で暴力に立ち向

かうことはできません。教育、理解、そして平和という武器をもって戦う時、私た

ちは真に平和へのプレゼントとなれるのです。」として文章をくくっています。 

パリ同時多発テロが起こる前に書かれたこの文章は、世界中に拡散しようとするテ

ロに、心を閉ざしてしましそうになる私達に対し、目標となる光を指し示すものと

思います。 

RI 会長はまた「このようなことが起ころうとも、ロータリーでは、平和は実現する

と信じています。これは理想ではなく、経験に基づく信念です。私たちロータリア

ンは、収束困難な争いを、人々が争いではなく、協調によって解決し得るのを目に

してきました。また、徹底された方法で平和を構築していくのを目のあたりにして

きました。その最たる例がロータリー平和フェローによる活動です。」と言い、ロー

タリー財団の奨学金に支えられ、平和のエキスパートとなるべく研究、研鑽を重ね

た、世界中にすでに何百人にもなるロータリー平和フェローという人たちに希望を

与えられたと書かれています。 

私たちは、平和と教育と自由という強力な武器をもっていることを確認し、ロータ

リアンであることを自覚しなければならないのです。今日は、11 月の最後の例会で

す。11月は、ロータリー財団月間で、財団への寄付をよろしくお願い致します。

小川 芳男 会長 
 
 
 
 

会長の時間 



 

 

 

◎ニコニコ箱委員会                    中野 隆二 委員長 

・結婚記念日 自祝      西山 潤一 君 

・入会記念日 自祝      杉原 巨峰 君 

・鹿児島に行ってきました      小川 芳男 君 

・情報集会後、小川会長、大矢幹事お世話になりました     大東  弘 君 

・大阪桐蔭高ラグビー優勝しました 花園での全国大会に出ます  

おめでとうございます      田川 和見 君 

・自主防災避難訓練 839人参加頂きありがとうございました 感謝 大西 寛治 君 

・夜間例会 欠席お詫び      堀部 邦夫 君 

・ニコニコ委員長 お世話になりました  感謝   中  恒夫 君 

・佐藤委員長 夜間例会 情報集会大変お世話になりました 木村 克己 君 

・昨夜は酔いました      中野 秀一 君 

・１１月 15日清風学園におきましてインターアクトクラブ年次大会に参加してきました 

 ご参加頂きましたメンバーの皆様ありがとうございました 空門 満也 君 

・佐藤委員長 夜間例会並びに情報集会お世話になりました  

そして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 

・遅れまして誠に申し訳ございません    柿木  篤 君 

 

◎ゴルフ同好会         中野 秀一 キャプテン 

2015-16 年度 第 2 回ゴルフコンペが１２月２日(水)に交野カントリー倶楽部で開

催されますので、よろしくお願い致します。 

 日 時：１２月２日（水） 集合８時 30分 スタート９時０３分ＯＵＴ・ＩＮ 

 場 所：交野カントリー倶楽部 

 

◎インターアクト委員会        空門 満也 委員長 

11月 15日午前 10時より清風学園南館におきまして IA年次大会が取り行われました。 

大会では関係者のご挨拶のあと第 2660地区立野純三ガバナーよりご祝辞を頂き、こ

の度新しく参加される高槻中学高等学校の紹介がありました。これにより第 2660地

区の IAは 8校となり益々活動が活発になっていくものと思います。 

この高槻を含む 8 校の活動報告後、本年度 8 月の台湾への海外研修の DVD が放映さ

れ、報告とされました。 

また本年度は英語落語の桂かい枝さん 笑福亭喬介さんを招きましてお話しいただ

き、会場は笑いに包まれました。 

また IAの生徒も各学校をシャッフルしたグループで話を創り披露しました。 

IA は英語落語と聞いて最初は不安だったけれど、意外とすんなりと受け入れられた

と言うことと、一緒に話を創る中で他校の生徒とも仲良くなれた等の意見がありま

した。当日は小川会長大矢幹事をはじめ大東 RCのメンバーの皆様には多数ご参加頂

き、あつく御礼申し上げます。 

委員会報告 



 

 

 

  

「 趣味について  」 
 
 
 
 
 

髙島  登 会員 

人と話をしていて趣味を聞かれたり、アンケートに趣味を書く所があったりする

と私は、趣味はゴルフですと答えます。ゴルフは好きですが、特に大会に出場する

様な事はしていないので趣味と呼ぶほどでは無いと思います。親しい人は知ってい

ますが私は少年の頃からずっと車が好きで、今でもモータースポーツを趣味として

います。しかし、初対面の人や仕事上知り合った方に、趣味を車ですとあまり言う

事はありません。大人になっての「車好き」のイメージは高級外車を少し改造して

いるチョイワルオヤジのイメージしか無いからです。サーキットで汗を流す様な事

はうまく説明する事が出来ないので、無難な答えをす

る様にしています。 

あと何年出来るかわかりませんが、これからも自分

の趣味を大切にして行きたいと思います。 

 

先週の卓話 

① 八幡宮  祭神は誉田別命（ほんだ

わけのみこと）・息長帯比賣命（おきな

がたらしひめのみこと）・比 大神（ひ

めおおかみ）である。伝承によれば約 860 

年前男山八幡宮より勧請したもので、 

御供田という名もこの石清水八幡宮へ

の寄進地という意味であるといわれて

いる。 
 

② 安楽寺  浄土真宗本願寺派。正徳

四年（1714）の記録があるので、このこ

ろ創建期と見ることが出来る。なお本堂

前の地蔵堂には「願主 角ノ堂（すみの

どう）米安」と刻まれた碑がある。道。

大和街道中垣内越えと古称。 

 

大東歴史散歩コース      
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