
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今週の卓話  （2月 2日）  

次週の予定  （2月 9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（1月 26日分） 

会員数 39名 出席数 30名 欠席者 3名 

特定免除 5名 その他免除 1名 

出席率 90.91％ 

 

前々回 1月 12日分 

ホームクラブの出席者 32名  94.12％ 

メークアップの結果 34名 

特定免除 4名  その他免除  1名 

欠席者 0名  修正出席率 100.00％ 

 

 

＜ゲスト＞   
門真 RC ロータリーデー 実行委員長 西川 亮彦 氏 

      記録委員会委員長 三林 信彦 氏 
 

「 世界理解月間に因んで 」 

中野 秀一 国際奉仕委員長 
  

  
  「 自分事 」 

中嶋 啓文 会員 
  

  
  

後面に記載 



 

 

 

 

こんにちは、この冬一番の寒波だそうです、ほん

とに寒いです。温かくして身体を守ってください。

３日前の土曜日、大阪桐蔭の卒業式に空門インター

アクト委員長と二人で行ってきました。高校生たち

のまっすぐな気持ちが、そのまま卒業式全体に流れ

ていて、素晴らしい時間を過ごさせて頂きました。

校長とも少し話をする時間がありましたので、来月インターアクトクラブのこれか

らの活動についてお話をする時間を作って頂いていますので、校長にも出席をよろ

しくとお願いをしておきました。大阪桐蔭の卒業式は、何回か出席させて頂いてい

ますが、いつも泣かされてしまうので、気持ちを引き締めて参加したのですが、や

っぱり泣いてしまいました。涙腺の緩んだ年寄と思わるのが嫌でかなり頑張ったの

ですが、駄目でした。全国大会に出るほどのレベルのクラブ活動も、東大・京大を

筆頭に一流有名大学に合格するほどのレベルの学業も、これらは、精一杯の高校生

活の結果なのかな、と思いつつ、これからの人生、山あり谷あり、がんばれ、楽し

め、と心の中でエールを送りました。 

次の日の日曜日、枚方ロータリークラブの５５周年記念式典に大矢幹事と２人で

行ってきました。USJ の JR 駅前にある京阪ホテルで、開催されました。枚方 RC は、 

〇周年のみ式典を開催していたそうで、５年前の５０周年が震災で中止になったそ

うですが、４０周年を知っている会員が、十数名になってしまい６０周年まで待て

ないという事で、５５周年の開催になったそうです。確かに２０年も空けてしまう

と式典や周年の意味合いも曖昧になってしまうのかも、とも思いました。２年後の

我々の５０周年が、楽しみであり待ち遠しくもあります。しっかり体制を整えなけ

ればと思います。会員数もそのうちの大きな一つと考えております。会員増強の情

報をぜひぜひ、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 

・入会記念日 自祝      小川 芳男 君 

・入会記念日 自祝      髙島  登 君 

・入会記念日 自祝      福富 經昌 君 

・入会記念日 自祝      松原 清一 君 

・入会記念日 自祝      小林 誉典 君 

・入会記念日 自祝      大矢 克巳 君 

・入会記念日 自祝      東村 正剛 君 

・ロータリーデーPRの喜びと早退お詫びに  

門真ロータリークラブ 西川 亮彦 氏 

・例会出席ありがとうございます     小川 芳男 君 

・いつもありがとうございます     大矢 克巳 君 

・水道管も多数凍結しております 寒さに気をつけて下さい 大東  弘 君 

・例会に感謝       田川 和見 君 

・情報集会 御参加ありがとうございました   木村 克己 君 

・森岡君ありがとう      中野 秀一 君 

・うれしい事がありました！ 自祝    東村 正剛 君 

・大阪桐蔭高等学校卒業式に行ってきました  

小川会長ごちそうさまでした     空門 満也 君 

・本日もニコニコへの御協力ありがとうございます 感謝  中野 隆二 君 

 

 

 

 

                

 

委員会報告 

 

    ロータリーデー（旧 IM） 

 

「変革を起こしたテーマパーク」 

～なぜ V字回復できたのか？ 

    元 USJ人事部長が語る正味の話～ 

 

 

開催日時：２０１６年３月２６日（土）登録受付 13：00～ 開宴 13：30～ 閉会式 15：30～ 

                    交 流 会 16：30～ 

ホ ス ト：門真ロータリークラブ 

開催場所：ホテルアゴーラ大阪守口（京阪守口市駅 東口より徒歩５分） 

     会場にお越しの際は、公共機関をご利用ください。 

申込期限：２０１６年２月１２日（金） 

   

講演講師 中道 浩氏 



 

 

◎職業奉仕委員会             木村 克己 委員長 
 
１月２８日木曜日 

大東市立谷川中学校に於いて、中学１年生４クラスの生徒さんたちに出前授業を 

行ってきました。大東市から拠出される謝礼金（４万円）を使って図書券を寄贈 

することになりました。 
 
参加メンバー 小川会長 橋本副会長 大矢幹事 東野会計 田川 S.A.A. 岡本理事 

中野理事 森岡委員長 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       

 「 癒し 4 ～ダイビングのすすめ～ 」 

 

松原 清一 会員 

本日の卓話は「癒し４」ダイビングのすすめ今回は癒し４なので 4回目のダイビン

グの話です。 1回目は私が初心者のころで興味を持ち始めて初めて水中写真を撮っ

たころ。 2回目は中級になってきてカメラを極めようと思ったころ 3回目はダイ

ブマスターの資格を取得してプロになろうと思ったとき、今回はインストラクター

ということでお話しさせていただきます。 

今回は実際に私が撮影したハワイでのファンダイビングにビデオを使って実際のダ

イビングの説明をします。 

私が行ったダイビングポイントはオワフ島のダイヤモンドヘッドのワイキキから見

て裏側のハワイ海というところでゲスト

としてファンダイビングをしました 1日

３ボートで 3 日間しましたので 9 ボート 

使用タンクは 9本使用しました。 

ボートに乗ってダイビングポイントに行

きます。いつも行っている和歌山の南部で

ボートからアンカーを落としてアンカー

ロープで潜行するのですが、ここは海底に

アンカーが打ち込んであってブイにボートのロープを固定する方法です。沖縄やその離

島ではサンゴを傷めないようにアンカーを固定しているのですが、ここの意図は不明です。 

ポイントの多くは海底に沈んである戦闘機や軍艦 装甲車みたいなもの 多くは第

二次世界大戦で使われたものだと思います。何もない真っ白い砂の中にポツンとそ

ういうものが沈んであってそれが潮だまりとなり漁礁になっているのです。私たち

先週の卓話 



 

 

はその魚たちと一緒に漁礁の廻りを回ったり 大きな船ならブリッジに中や船室に

中に入ったりします。水深が深いところもあり減圧不要限界までの時間を気にしな

がらのダイビングをします。 

見た生物はとにかくウミガメが多く どのポイントに行っても必ず出会えるぐらい

ウミガメがたくさんいます。しかも人懐っこいので逃げるどころか近寄ってきます。

さすが観光地のウミガメですね。日本のウ

ミガメとは大違いです。あとはサメやマダ

ラトビエイを見ましたこれは日本では見る

ことができませんね。あと出会えなかった

のですが、アザラシもいるとのことでした。

潜行するやいなやクオーンという鳴き声の

ような音がずっと海中で聞こえました。船

の上で地元のガイドに聞くと座頭クジラの

親子が近くにいるとのことでしたので、船上で注意して見渡したら小さく見えるの

ですが確かにクジラの尻尾が見えました。水中は地上の 4 倍の速さで音が伝わりま

すので遠くにいても聞こえるのです。 

和歌山でダイビングしていて水深２０ｍぐらいにいても水面のボートのエンジン音

が聞こえます。和歌山では何かトラブルがあり潜っている人に浮上させる緊急の合

図としてエンジンをかけることがあります。 

ダイビングの楽しみ方は人それぞれですが、ダイビングそのものが楽しい（無重力

体験ができて気持ち良い）きれいな景色や魚や生物も見ることができる。とか写真

撮るのが趣味で水中の写真を撮るためにダイビングしているという人もいます。 

ダイビング以外にも楽しみがあります。みなさんご存じのようにダイビングは絶対

バディ（2人 1組）と常に行動を一緒にしなければなりません。なので、現地で初め

て出会った人でもバディにならなくはなりませんのでかけひきなしの友達になれる

のです（年齢や性別を超えた友達になれるのです）さらにその人たちでサークルみ

たいなコニュニティを作って定期的に飲み会をしたりしています。もう一つはダイ

ビングポイントは絶対海ですので、その地域しかないおいしい海産物を食べること

も楽しみの一つです。 

冒頭で言いましたように 私はＰＡＤＩのインストラクターになりましたので、み

なさんがダイビングするために必要なライセンスを出すことができます。私がイン

ストラクターになったのはダイビングの楽しさを広めて一緒にダイビングするため

なので、もし、トライしてみようと思う人は声をかけてください。 


