
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今週の卓話  （2月 9日）  

次週の予定  （2月 16日） 

ロータリーソング 

「君が代」「奉仕の理想」「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（2月 2日分） 

会員数 39名 出席数 32名 欠席者 3名 

特定免除 3名 その他免除 1名 

出席率 91.43％ 

 

前々回 1月 19日分 

ホームクラブの出席者 30名  90.91％ 

メークアップの結果 33名 

特定免除 5名  その他免除  1名 

欠席者 0名  修正出席率 100.00％ 

 

 

 

「 裁判・法律の雑学 」 

間  紀夫 会員 
  

  
  後面に記載 

「 自分事 」 

中嶋 啓文 会員 
  

  
  



 

 

 
こんにちは、年が明けたと思っていたら、もう２

月になってしまいました。本年度ロータリークラブ、

しっかり地に足を付けて進んでいきたいと思って

います。本日は、理事会が１１時から１時間あり、

例会の後クラブ戦略計画委員会を開催します。また

夕方の６時から情報集会が予定されています。それ

こそロータリー一色の一日になりますが、参加予定

の皆様はよろしくお願い致します。 

谷川中学校で職業奉仕委員会の事業であります出前授業を行ってきました。８つ

の組に分かれて、８名のロータリアンが、それぞれの教室に生徒に案内されての授

業でした。大変な緊張感の中でのスタートだったのですが、私たち以上に、中学一

年生の生徒達の緊張は、想像を超えたもので、何とかしてあげなければと焦ったほ

どであったのですが、なかなかそうは行かず、和気あいあいとは最後までなりませ

んでした。私の担当のクラスは、３階か４階だったか階段を随分登ってすっかり息

切れをしてしまって、それを元に戻すのに少し時間をもらってからのスタートで自

己紹介でした。自分の職業について、職業に対する思いを、自由に５０分の時間を

使って伝えてください、との事でしたが、思いの半分も話せなかったのですが、中

学一年生には、さらにその半分も伝わっていないように思いました。もし来年が在

るのならもう少し上手に出来そうに思ったりしますが、やっぱり他の人にお願いし

た方が良いような複雑な気持ちが残っています。 

二日前の日曜日、休日診療所の当番で薬局に詰めていましたが、インフルエンザ

の子供さんがたくさん来られていました。花粉症の時期と重なってこれは大変だと

いう感じです。マスクと手洗いを忘れないでしっかり体を守りましょう。 

 

 

 

＜理事会報告＞ 

1. 3月例会 休会変更について 

台北雙溪 RC25周年参加 WCS贈呈式 3月 12～15日への参加に伴い 

例会休会日 3月 22日を 3月 15日へ変更        ・・・ 承認 

2.WCSの事業費 5000×人数 205,000円を振込 

振込手数料およびおみやげ 国際奉仕より        ・・・ 承認 

3. 春の家族会 姫路方面                   ・・・ 承認 

4. 吉村会員 病気療養を 1月に引き続き 出席免除       ・・・承認 
 
＜報告事項＞  

1.上半期決算について 

2. 大西会員、入院のため お見舞金支出 

3.出前授業の市からの謝礼金 5000×8名 4万円を谷川中学へ寄贈する 

小川 芳男 会長 
 
 
 
 

会長の時間 

幹事報告  田川 和見 副幹事 
 
 
 
 



 

 

 

 

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

・誕生日 自祝       木村 克己 君 

・結婚記念日 自祝 （1月）     大西 寛治 君 

・本日情報集会出席よろしくお願いします    小川 芳男 君 

・すみません 早退します      大矢 克巳 君 

・理事会遅れてすみません      大東  弘 君 

・孫の誕生 自祝       橋本 正幸 君 

・木村さん出前授業ではお世話になりました   田川 和見 君 

・感謝        大西 寛治 君 

・親睦会欠席 1月欠席 お詫び     西條 義昭 君 

・早退 お詫び       松原 清一 君 

・中野隆二君お疲れ様でした 感謝    中  恒夫 君 

・親睦会 会長、幹事、SAAご参加ありがとうございました  

委員会メンバー各位ありがとうございました   杉原 巨峰 君 

・海外旅行 谷中くん、中野隆二くん、お世話になり有難うございました  

東村 正剛 君 

・親睦会 会長、幹事、SAAありがとうございました  

杉原委員長、東村会員ごちそうさまでした 谷中会員設営大変ご苦労様でした 

森岡君送迎ありがとう 感謝     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 

・谷中会員 親睦会設営ありがとうございます   西山 潤一 君 

・マカオ行ってきました 親睦会ありがとうございました  谷中 宗貴 君 

 

 

 

 

委員会報告 

 
 

⑧ 須波麻神社   

本市唯一の式内社、祭神は大国

主命。「須波麻」はスハマの音を

漢字にあてた万葉がなである。

昔、氏子は讃良郡から若江郡に

またがる数十カ村に広がってい

たという。 

大東歴史散歩コース      
古堤街道に沿って・・・・・・・・           パート 9 

＜中垣内地区＞ 



 

 

 

       

 「 世界理解月間に因んで   」 

中野 秀一 国際奉仕委員長 

国際奉仕について若手メンバーにご理解を頂ける

ように、「ロータリーの心と実践」より抜粋し、出

来るだけシンプルに資料を作成させて頂きました。 
 

ロータリーの奉仕活動をクラブ奉仕、職業奉仕、社

会奉仕、国際奉仕に分ける四大奉仕が採用されたの

は 1927 年のことです。その後、2010 年の規定審

議会で青少年奉仕が加えられて五大奉仕となりました。 
 

The Object of Rotaryの４番目に国際奉仕の目的があります。 
 

FOURTH. The advancement of international understanding, goodwill, and peace 

through a world fellowship of business and professional persons united in the 

ideal of service. 
 

原文には手が加えられておりませんが、最新の翻訳では「第 4 奉仕の理念で結ばれ

た職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進すること。」

となっています。英文読解力のあるかたは原文をお読みいただき、自分なりに解釈

してみてください。 
 

国際奉仕とその歴史ですが、初期のロータリーには今日の人道的奉仕活動を主体と

した国際奉仕の概念はありませんでした。しかし、第一次大戦中の 1917 年頃より

米国やカナダ、ヨーロッパのロータリークラブが各地の避難民や傷病兵、復員して

くる軍人に対するボランティア活動や物資援助を行うなどの歴史的背景を受けて、

「奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人および地域社会のリーダーの

世界的親交によって、国際間の理解と親善と平和を推進する」という国際奉仕の概

念が、1922 年に当時の綱領の第 6 項目として正式に明文化され現在に至っています。 
 

二度にわたる世界大戦を通して世界平和を願うロータリアンは、1945 年には米国合

衆国国務省から要請を受けて、49 名が国連憲章の原案作成作業に参加したといわれ

ています。これはロータリーの歴史の中でも特筆すべき国際奉仕活動でしょう。 

国際奉仕には、人道的国際奉仕活動、国際レベルの教育および文化活動、特別月間

と催し、国際的な会合の四つの分野があります。これから国際奉仕を担当する皆さ

んには、基本原則的なモノの考え方がロータリアンとして十分に確立されているか

先週の卓話 



 

 

と思いますので、FVP や DG、GG などの細かい手続きに惑わされる事無く、事業の計

画立案、実行を行ってほしいと思います。但し、国際奉仕のみならず、職業奉仕等

もそうですが、担いを受けた際には是非一度「ロータリーの心と実践」に目を通し

ておいて頂く方が良いかと思います。今日は、実際に本年度行いましたネパールで

の国際貢献活動を映像でまとめておりますので７分程度ご鑑賞いただきます。今回

の活動では日本の中学生からネパールの子供たちへ激励のメッセージと絵を描いて

いただき、ネパールの子供たちから日本の中学生たちへ感謝の返事と絵のメッセー

ジをお返し頂きました。未来を担う子供たちの世界的な交流を通じて、世界平和に

つながればと思っています。私も生涯を通じて、国際貢献活動を続けていきたいと

思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
今月のお誕生日花は、少し春を感じさせる花々でア
レンジ致しました。 
日中の日差しも春の予感を感じ始め、市場は春の
花々で一杯になってきております。 
本日は銀葉の枝、アスパラガスの青物に、ガーベラ、
トルコキキョウの八重（エグゼラベンダー）スイト
ピーと明るい花で生け込み致しました。 
お誕生日おめでとうございます  
花言葉 
トルコキキョウ ― 警戒 
ガーベラ    ― 神秘 
スイトピー   ― 門出、想い出 
 

2 月のお花 


