
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今週の卓話  （3月 1日）  

次週の予定  （3月 8日） 

ロータリーソング 

「日も風も星も」「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 23日分） 

会員数 39名 出席数 31名 欠席者 3名 

特定免除 4名 その他免除 1名 

出席率 91.18％ 

 

前々回 2月 9日分 

ホームクラブの出席者 32名  91.43％ 

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％ 

 

 

 

後面に記載 

「 今年の阪神タイガースについて 」 
ゲストスピーカー  

元阪神タイガース監督 藤田 平 氏 
担当 西條 義昭 会員 

  

  
  「 （仮）電力自由化 」 

柿木 篤 会員 
  

  
  



 

 

 

 

111 年前の今日、2 月 23 日。ポール・ハリス

と 3 人の仲間が、ロータリーとして初めての会

合を行ないました。2 月 23 日は、ロータリーに

とって特別な意味がある日であります。1905 年

この４人の頭脳には、２１世紀の今の世界での

ロータリーが、すでに有ったのでしょうか。こ

の記念すべき日に会長の時間を持たせて頂く事を誇りに思います。 

今年の大東ロータリークラブは、例会や情報集会において各奉仕委員長が、奉仕

事業は如何にあるべきか等の資料も用意され、それぞれに先輩各氏のご意見も聞か

せて頂きました。会員各氏の心の中に自分なりのロータリー観とも言うべきものが

醸成されているのかと思われますが、100 人いれば 100 通りのロータリー観がある

と言われるように 111 年の間にロータリークラブは、戦争や天候・自然災害に大き

く揺さぶられ荒波のなかの船のように右に左にと進路を取り、その事を良しとしな

いで、さらに確固とした信念を求め多くの決議を採択してきました。 

色々なロータリーの教科書から抜粋して私のロータリー活動の指針となる言葉・

文章を列記します。 

1910 年アーサー・フレデリック・シェルドンが米国第１回年次大会で発表し 1950

年デトロイト国際大会に於いて採択された『最も多く奉仕するもの、最も多く報い

られる』と言う言葉。 

1911年ベンジャミン・フランク・コリンズが、ポートランド国際大会で発表した 

「Service，Not Self（無私の奉仕）」と言う言葉は、「Service Above Self（超我

の奉仕）」と言う言葉に発展し同じく 1950 年デトロイト国際大会において採択され

ています。この言葉は、2005－6年度の RIのテーマになり大東 RCの例会にも１年間

国旗と並んで掲げられていました。 

1923 年 国際大会で採択された(決議 23－34) 1992 年 国際大会で採択された

(決議 92-286) 

1932年ハーバード Jテーラーが創案し 1949年国際ロータリーで採用された 

私達の行動規範である四つのテスト  

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  

111 年前の今日 4 名の仲間は、これらの事が既に頭の中に有り、夜遅くまで喧々

諤々議論を重ねていた、なんていう妄想をしてしまいます。会長の時間でした。 

 

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 

・例会出席ありがとうございます     小川 芳男 君 

・上田会員、大東会員、田川会員 貴重な話をありがとうございました 感謝 

             橋本 正幸 君 

・大東さんごちそう様でした 感謝       田川 和見 君 

・柿木君ごちそうさまでした 感謝       大西 寛治 君 

・大東さんごちそうになりました  

田川さん、橋本さんお世話になりました 感謝       上田 正義 君 

・ロータリーゴルフコンペ 欠席お詫び       木村 克己 君 

・佐藤さんありがとうございます        中野 秀一 君 

・谷中宗貴くんお世話になりました・・・・ 感謝        東村 正剛 君 

・東野さん 大変お世話になりました 感謝        空門 満也 君 

・谷中会員お世話になりました  

本日もニコニコへの御協力ありがとうございます      中野 隆二 君 

委員会報告 

③ 東高野街道  京都と高野山を結ぶ街道。

鳥羽より淀・八幡・洞（ほら）ヶ峠を越え河内

に入り、郡津・星田・打上を経て飯盛・生駒山

系の山すそを南下。八尾・柏原・富田林を通り

河内長野で西高野街道と合流し紀見峠・橋本を

経て高野山に至る古道である。 

 

④ 十念寺  浄土宗西山派。楠正行公菩提寺

といわれる。二百数十年前再建される時寄附集

めのため回した勧進状 

の木版が伝わっており、 

四條畷の合戦で倒れた 

武士の霊魂が山野をさ 

まよっていたので融通 

念仏を唱えるとおとな 

しくなったとある。 

大東歴史散歩コース      
東高野街道(山の根の道)に沿って・・・・・・・・   パート 11 

＜北条地区＞ 



 

 

 

       

「 快適な睡眠のために 」 

 

 

 

 

 

 

福富 經昌 会員 

 

先週の卓話 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ロータリーデー（旧 IM）のご案内◇ 

「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～ 開会 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。 


