
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今週の卓話  （5月 31日）  

次週の予定  （6月 7日） 

ロータリーソング 

「大東ロータリーソング」「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！ 」 

 後面に記載 

◆ 出席報告（5月 24日分） 

会員数 40名 出席数 33名 欠席者 3名 

特定免除 3名 その他免除 1名 

出席率 91.67％ 

 

前々回 5月 10日分 

ホームクラブの出席者 31名  93.94％ 

メークアップの結果 33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％ 

 

 

 

「   雑 感  」 

大東  弘 会長エレクト 
  
  

  
  

「 日本酒を愉しむ～日本酒を生涯、 
愉しく召し上がっていただくために～ 」 

ゲスト澤田酒造㈱ 常務取締役 澤田定一良  氏 
卓話担当 西山 潤一 会員 

  
  

  
  



 

 

 

今晩、次年度の理事役員会が開催されます。その席で

大東新会長の一年間の基本方針が発表される予定です。

一年間は、長いような短いような、一年前の今頃に私

は「輝かしい伝統を心に 変革を！」というスローガ

ンと共に年度の基本方針を発表させて頂きました。今

日を含めて残り３８日間如何に過ごすかが、一年間の

成否を決すると思っています。６月には新入会員が入ってきてくれます。そして塩釜東

ロータリークラブの５０周年記念式典に出席し共にお祝いをしたいと思っています。そ

してゴルフコンペも明日を含め２回開催されます。怪我なく事故なく和気あいあいと回

りたいと思います。よろしくお願い致します。会長の時間でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小川 芳男 会長 
 
 
 
 

会長の時間 

③ 廃水月院  菅原神社西隣の

旧寺地に塔や碑を残すだけである

が、明治時代までは村の寄合が当

院でよく開かれたという。由緒な

ど不詳。なお「城は灰埋れて土と

なりぬとも 何を此世に思ひ残さ

ん」とあるが、城とは三箇城のこ

とであろうか。 
 

大東歴史散歩コース      
河内街道（寝屋川・権現川）に沿って・・・・   パート 17 

※ 深野池  大昔、大阪平野が湾や潟であったころの名残りの湖沼

で、それは大和川付け替え以前まであった大池であり、各種の古地図

には必ず登場する。江戸時代貝原益軒は南遊紀行で「……広さは南北

二里東西一里、所によりて東西半里許有。湖に似たり。其中に島有。

三ヶと云村有。……三ヶの島に漁家七、八十戸あり。田畠も有。此島

南北廿町、東西五、六町有と云。……ふかうの池のまわり凡四十二村

有と云。此の池水流れの末、大和川に出づ。河下より商船毎日往来す。

是より大阪へ二里あり」。と記している。 

＜三箇地区＞ 



 

 

 

 

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

・新入会員 岡井君の入会承認ありがとうございます  小川 芳男 君 

・明日 コンペよろしくお願いします    大東  弘 君 

・本日 理事・役員懇親会よろしくお願いします  田川 和見 君 

・情報集会欠席 お詫び      杉原 巨峰 君 

・情報集会、東村委員長 大変お世話になりました  木村 克己 君 

・杉原会員、嫁がお世話になりました 感謝   中野 秀一 君 

・皆様 情報集会 ご参加有難うございました 感謝  東村 正剛 君 

・大東さん、田川さん ご迷惑をおかけしました  中嶋 啓文 君 

・東村委員長、情報集会お疲れ様でした  

ワークショップではお世話になりました 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  中野 隆二 君 

 

 

 

 

 

 

      

     「 ロ－タリアンになって本当に良かった 」 

 

 

 

 

 

 

 

大川 真一郎 会員 

私は大東ＲＣに昭和 46年 5月 16日に入会しました。 

私ほどロータリーを利用させてもらっている人はいないだろうと思っていたらい

やいやありました。ポール・ハリスさんです。１業種１名と限定し、誰にでも定価

格で販売するというので、ワッとシカゴＲＣに人が集まり、ポール・ハリスは 100

先週の卓話 

委員会報告 



 

 

名の顧客を持ったのです。今の金で 1社月 5万円の顧問契約。100社で年収 6千万円。

これだけ入れば寄付もするでしょう。私は 6 年前に第三組のガバナー補佐になって

11 クラブを回りましたが、「ロータリーは商売してはいけません。」「寄付団体で

す。」との声ばかり。そんなことを言っていては会員は増えません。他人を助けるよ

り自分を助けてくれと辞めていきます。ロータリーの初期は「異業種交流会」「売り

たし、買いたし」の発表の場だから、瞬く間に世界中に広がったのです。 

大東ＲＣに入会して最初の仕事は「大東ロータリーソング」の作曲です。当時こ

の歌を覚えるまで毎週歌っていました。会員の大阪産業大学理事長さんが「良い歌

や、うちの高校校歌も作ってもらえないか」と言われ、大阪桐蔭高校、続いて大阪

産大附属高校の二校作曲させて頂きました。大阪桐蔭高校は 14試合に出場して 8本

ホ－ムランを打った日ハムの中田翔君、西武のオカワリ中村君、古くは中日の今中

投手、大リーガーの西岡外野手がいますし、平成 20 年の夏の甲子園その 17 年前の

夏と 2 回優勝しています。大阪産業大学附属高校も一度選抜に出場。つまり 2 曲作

って二校 100％甲子園に出場しました。 

私には子供が３人いますので、青少年交換留学生を３度受け入れました。長男は

英語に興味を持ち国立を受験しましたが私同様滑りました。「浪人は認めん」「そん

ならどないする」「国外追放や」。お蔭でアメリカ・コロラド州の州都にあるデンバ

ー大学ホテル・レストラン経営学科を４年間で卒業し、即このホテル日航大阪に５

年間お世話になった後、中小企業診断士の試験を受ける為に東京銀座１丁目にある

ホテル西洋に５年間。診断士の試験に合格しましたので、当社に呼び戻しました。

先日、リッツカールトンの隣のハービス・エントにあるパイプオルガンと同じ型の

中古品をアメリカの友人を訪ねて非常に安く買い付けたり、金融機関からＳＣ建設

資金貸し付けに当たり、赤字要素を整理せよと言われフランスのお城を昨年夏売却

しましたが、単身現地に行き通訳も弁護士も付けずに全て写真に収め相手と交渉し

て、丁度円安の時だったので上手くやってくれました。  

地区のロータリー奨学金委員長を務めている時、京大卒でアメリカでグランドデ

ザインの勉強をしたいと自分の作品を持って来ました女性がいました。「これだけ

描けたら留学せんでも良いのでは」と皮肉を言った程印象に残っておりました。１

年後にご主人も合格されて夫妻で何年か居られました。帰国のハガキを頂いた時、

丁度拙宅の庭が道路拡張の為に全面改造することになったので、彼女に庭の設計施

工を依頼しましたが、今はグランドデザインはやっていないと、紹介してくれたの

が牧岡一生先生で、外国の日本庭園を設計したり、奈良東大寺手前の名庭園「依水



 

 

園」を管理したりされている先生に、名園に造り替えていただきました。 

ボウリング場経営でお金に困っている時に、イエス団という宗教団体に金を借り

ていましたが、大阪北ロータリアンの監査役が「ボウリング場のような民間の危う

い会社に貸し付けるとはもってのほか」と抗議に来られたその弁護士がパストガバ

ナーの菅生先生でした。それがきっかけで当社の顧問弁護士になってもらっていま

した。又、ボウリング場地下の駐車場を食品市場に改造した時の事です。市に問合

せした時と申請した時の間に法律が変っていて、申請書を出したら「大川さん法律

違反です」と云われました。既に保証金の 16,000万円は内装の改造費に使ってしま

っています。契約違反なら倍返ししなければなりません。私の人生最大のピンチに

恐る恐る菅生先生に相談すると先生は胸をポンと叩いて「まかしとけ、あの小売商業

特別措置法は自分が作った法律だ。潰すのはわけない。」と私の首が繋がったのです。 

ロータリー国際大会が大阪であった時、地区のロータリーソングを制定しようと

なって、私は早速応募しました。ロータリアン１０名の審査員で協議の結果、私の

歌「町に灯を」が９対１で当選しました。委員長のクラブに音大の教授がおられた

からか、委員長が歌詞で準優勝の「われらがロータリー」も審査の対象となり、こ

の曲も９対１で選ばれました。又、ＲＩ会長を迎えての晩餐会にクラシックアンサ

ンブルとジャズバンド、ザ・ベリーグッドマンズを結成し、この楽団は今年もあち

こちのクリスマス家族会に呼ばれています。 

ロータリーに入って最大の効果は昭和４６年以来３９年間待ち望んでいた百貨店

が当社のＳＣに入店し平成２２年１０月５日にオープンしました。同期のガバナー

補佐だった故小倉氏が元京阪電鉄の副社長さんだった関係で、京阪百貨店の出店を

依頼しました。早速、守口ロータリアンの牧野京阪百貨店社長を紹介して頂き、京

阪沿線以外では初めての京阪百貨店が我が大東市に進出して頂く事になりました。    

不況だからロータリアンになる人がいないではなく、不況だからこそ異業種交流

会、つまり職業奉仕を盛んにしてロータリアンが景気の回復の担い手になるべきで

す。大いに儲けて奉仕しましょう。ご静聴有り難うございました。   

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
◎ゴルフ同好会         中野 秀一 キャプテン 

5 月 24 日（水）、飛鳥カンツリー倶楽部にてゴルフコンペが行われました。参加者

１６名、優勝は岡本会員でした。 

次回は６月１７日（金）、仙台の利府ゴルフクラブの予定です。 
 

 

２０１６－１７年度理事役員懇親会 開催 

５月 24日（火）まんま家に於いて、次年度理事役員懇親会が 

開催されました。 


