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◆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？

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！ 」

世界へのプレゼントになろう

平成 28 年 6 月 28 日
今週の卓話
「

No.2341

H28.6. 21

国際ロータリー会長
K.R.ラビンドラン

(No.2340 の例会記録)

（6 月 28 日）

今年度の実績報告と反省

」

ロータリーソング

会長・幹事
「手に手つないで」
「四つのテスト体操」

次週の予定
「

（7 月 5 日）

新年度の方針発表

」

会長・幹事・奉仕委員長

先週の例会報告

ニコニコ箱

◆ 出席報告（6 月 21 日分）
会員数 41 名 出席数 36 名 欠席者 1 名
特定免除 3 名 その他免除 1 名
出席率 97.30％
前々回 6 月 7 日分
ホームクラブの出席者 33 名
91.67％
メークアップの結果 35 名
特定免除 3 名
その他免除
1名
欠席者 1 名
修正出席率 97.22％

後面に記載

小川

会長の時間

芳男

会長

今日は、夏至、日の出が早く日没が一番遅い日です。
いつも梅雨の真最中で、日の長くなったのは、もう少
し後の方が感じるように思います。夏野菜も雑草も勢
いを増して見る見る大きくなります。塩釜に行ってき
ました 3 日間で、きゅうりが、瓜かヘチマみたいに大
きくなってしまいました。夏本番であります。

塩

釜東ロータリークラブの 50 周年記念式典に、お祝いに行って参りました。大東ロー
タリークラブの参加メンバーは、ゴルフに式典にそして懇親会に二次会にとしっか
りと友好親睦を重ねてまいりました。塩釜東と友好クラブの関係の藤沢東ロータリ
ークラブのみなさんとも親睦を重ね、お酒の席ではありましたが３クラブで何か一
緒に出来たら、なんていう言葉も頂きました。塩釜東ロータリークラブと大東ロー
タリークラブは、次年度、今後の友好関係を深める為の話をして行く事になりまし
た。年度の終わりではありますが、大変有意義な時間を過ごさせて頂きました。今
日は、各委員長に、一年間の報告をして頂きます。本当に一年間有り難うございま
した。記憶にも記録にも残しておかなければと思っています。
最後に、後ほど幹事報告で詳細の報告が有ろうかと思いますが、４０周年の会長を
務められました清水

修氏から、六月での退会の申し出がありました。今日、臨時

理事会を開き、承認をさせて頂きました。ご報告をさせて頂きます。そして今日、
親睦活動委員会において新入会員の歓迎会が開かれ私も参加いたします。楽しみに
しております。会長の時間でした。

幹事報告

大矢

克巳

幹事

＜臨時理事会報告＞
1. 清水会員退会について

・・・・承認

2. 大矢次年度副会長、副会長辞退について

・・・・承認

委員会報告
◎ニコニコ箱委員会

中野

隆二

委員長

・塩釜東 RC50 周年記念式典に行ってきました

小川

芳男

君

・塩釜に行ってきました

大矢

克巳

君

大東

弘

君

・塩釜東ロータリークラブ 50 周年に行って来ました

田川

和見

君

・ゴルフコンペの優勝そして、田川さんありがとう

岡本

日出士君

・塩釜東訪問お世話になりました

大西

寛治

・最終ゴルフコンペ優勝しました
中野ゴルフ委員長一年間お疲れ様でした

感謝

・塩釜東 RC 大変すばらしい 50 周年式典でした

君

小川会長はじめ皆様方々

色々とお世話になり有難うございました

藤本

和俊

君

・塩釜東 RC の創立 50 周年記念式典、祝賀会参加に際して、会員皆様にお気遣い頂き、
無事行ってくることが出来ました 観光では橋本さんに大変お世話になりました
お陰様で楽しい旅行でした

ありがとうございました

感謝 感謝 感謝
福富

經昌

君

感謝

杉原

巨峰

君

理事役員無事終了

佐藤

多加志君

感謝

木村

克己

君

・第 5 回ゴルフコンペ無事終了 ありがとうございました 感謝

中野

秀一

君

・塩釜東ロータリークラブ 50 周年式典参加
先輩方々大変お世話になりました
・来週出席出来ません

・塩釜東 RC 創立 50 周年記念式典に参加してきました
・次年度佐藤キャプテン

よろしくお願いします

感謝

ゴルフ同好会

・仙台利府ゴルフ倶楽部にて楽しいゴルフをまわれました
小川会長、中野会員、柿木会員お世話になりました

東村

正剛

君

皆様ありがとうございました 中嶋

啓文

君

お詫び

山田

伸

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

柿木

篤

君

森脇

克弥

君

岡井

康弘

君

・塩釜東 RC50 周年参加しました
・メークアップなし

感謝

・塩釜、小川会長ありがとございました
中野さん、東村さん大変お世話になりました

感謝

・熊本の炊き出しでは皆様、お世話になりました
良い経験させて頂きました
・入会しました

感謝

今日は新入会員歓迎会ありがとうございます

よろしくお願いいたします

感謝

先週の卓話

「

今年度の実績報告と反省

◆会員増強委員会

」

藤本

和俊

委員長

本年度会長方針である純増１名の目標にむけ取り
組んでまいりました。８月の会員増強拡大月間に因
んで IM１組池田くれは RC 田中直前会長に卓話を依
頼し、会長と共に増強プランを立てましたが、会員
皆様方にうまく発信できず、大いに反省しています。
その中に於いて、会長はじめ佐藤会員・東村会員・中野隆二会員・岡本会員の紹介
のもと、谷中会員・森田会員・森脇会員・岡井会員の素晴らしい４名の新入会員に
入会して頂きました。しかし 5 名の退会者が出て、目標の達成には至らず残念な結
果となりました。次年度に於きましては、１人でも多くの会員が入会され、クラブ
が活性化することを願っております。

◆規定委員会

上田

正義

委員長

本年度は、定款細則の見直し年度に当っておりませ
んでしたので、当委員会での活動はありませんでし
た。又、定款細則を変更するような事柄も発生しま
せんでした。皆様方のご協力の元にロータリー運営
がスムーズに運びました事に感謝申し上げます。兼
務のクラブ研修リーダーの方は、誠に申し訳ありませんが、研修委員会を開催しま
せんでした。しかしながら小川会長の元に長期計画委員会が活動され、クラブ研修
委員会の企画・実施・結果を実践されました事に感謝しております。これからも素
晴らしい大東ロータリークラブになりますことを祈願して、会員諸兄にお礼申し上
げます。
１年間ありがとうございました。

◆出席委員会・プログラム委員会
森岡

信晶

委員長

会員数 40 名からのスタートという事ですべての員
会員の皆さまにお願いすることとなりました。
これを予定通り実施いただけたことに感謝いたします。

本年度 5 月末までに例会は 40 回開催され、ホームクラブ例会の出席率が 100％の日
は初回 2015 年 7 月 7 日の一度でした、修正出席率 100％の日は例会 40 回中 25 回あ
り月次 100%の月は 3 回（2015 年 11 月、2016 年 1 月、3 月）ありました。
これも会員皆様のロータリーに対する姿勢と感謝し、本年度、残り 1 回 100%是非ご
協力いただき、今後の例会も大いに盛り上げていただく事を祈念しつつお礼申し上
げます。
1 年間ありがとうございました。

◆親睦活動委員会

杉原

巨峰

委員長

主な事業内容の実績と致しまして
① 例会設営において
毎月、主担・副任を決めメンバー、又ＳＡＡ・出
席・シンギング各委員長との連携の中、大きな問
題もなく進めていけたと思っております。
② 秋の家族会を１０月６・７日に、長崎・ハウステンボス方面へと世界遺産、又
私の職業に因んだ世界フラワーショーの家族会を企画致しました。
多数のご参加を頂きました。
③ 第４８回クリスマス家族会は、１２月８日にアラスカフェスティバルタワーに
てＪ－ＰＯＰユニット、ラブ＆ピースと河島アナムさんとのコラボによるデ
ィナーショーの形式で企画致しました。
親睦メンバー全員に参加して頂けたこと、また多数の会員奥様方もご参加頂
きまして大変盛り上がったクリスマス会にして頂けたと思っております。
④ 春の家族会は、姫路城、難菊酒造へと桜満開の中、木村職業奉仕委員長のアシ
スタントとしてご協力させて頂きました。
本年、小川会長方針の中にも「会員相互の親睦が最重要」と掲げられる中定期的な
親睦会を開き、会長幹事にＳＡＡを始め毎回多数のご参加を頂き交流を深めさせて
頂きました。
また、私も含め４０代中心の委員会構成、本業現役世代で忙しい中お時間を調整し

ご協力頂いたことに大変感謝しつつ委員長＝リーダーシップという部分においては、
いくつか課題を残す部分も御座いますが、先輩方々のご指導も頂きながらなんとか
終えようとしています。
ここにきて、５月より新たなメンバーが３名増えました。次年度は、また力強いメ
ンバー構成になり若いエネルギーで委員会の発展と飛躍を願いつつバトンを繋ぎた
いと思います。
一年間会員皆様のご協力に大変感謝申し上げます。有難うございました。

◆広報委員会・雑誌委員会

間

紀夫

委員長

本年度は、広報委員会の独自事業として、東村会
員からのお口添えもあり、大東市市制 60 周年事業
に参加させていただき、大東市のホームページ、
市報にロータリークラブによるカウントダウン写
真を掲載していただきました。また、個人的には
ロータリークラブの活動を認識、理解いただくためにフェイスブックによる情報発
信に努めさせていただきました。
ただ、私の知識不足により森岡前委員長に整えていただいたホームページ等の広報
環境を十分に利用することができなかったことは大いに反省しております。
また、私が参加できなかった行事につきましては、たくさんの会員の皆様にご協力
いただきましたことお礼申し上げます。一年間、ありがとうございました。

◆会報委員会・雑誌委員会

中

恒夫

委員長

会報委員会
例会内容を正確にわかりやすくする事を心がけなが
ら発刊しておりましたが、記事のレイアウト等で見
にくい点多々ありました事をお詫び申しあげます。
今年度より、大東市のマスコットであります、ダ
イトン君をまた、大東市歴史散歩コ－スを掲載させていただきました。本来であれ
ば、週報末尾に委員長の編集後記を掲載しなければいけないところですが、できず
に終わりました事を反省しております。最後に、毎回の卓話担当の皆様には、原稿
の提出にあたり、ご協力いただきました事感謝しお礼申しあげます。ありがとうご
ざいました。

雑誌委員会
本年度は、ロ－タリ－の友に当クラブより、2 回投稿記事を掲載されました。
11 月号には木村委員長担当の「レッドカ－ペットを歩く」をテ－マで国際交流の一
環として台湾との姉妹提携を、また 5 月号には中野秀一委員長担当の「カトマンズ
で子どもたちを支援」と言うテ－マで掲載されました。各委員長には、大変お世話
になりありがとうございました。

◆シンギング委員会

小林

誉典

委員長

例会開始時に皆さんの前に立たせて頂く事の全
会出席を目指しておりましたが、都合で残念な
がら皆勤賞は頂けなかった事。又、事前にお知
らせが出来ませんでしたので、当日突然に代役
をお願いする事になり、関係会員の方にはご迷
惑をお掛けしてしまいました。この２点が反省点です。
シンギング委員会は、新しい企画や実践などという事がありません。同じ歌詞を繰
り返し毎週歌い続ける訳で、リズムに合わせて、楽しい気分で、奉仕の理想を何回
も語り続けていますと、脳神経に刷り込まれて、想像的視覚が現れ、日頃の仕事を
通じての奉仕活動が、心身の負担にならずに行える様な気がしております。目立つ
変化ではありませんが、確実に我々の倫理観に貢献していると思っております。
１年間皆様のご協力ありがとうございました。

◆ニコニコ箱委員会

中野

隆二

委員長

今年度、ニコニコ箱委員会委員長を仰せつかり
感謝申し上げます。そして度重なるクラブ会員
の皆からのご協力とご支援を戴けました事も心
より御礼申し上げます。
この一年間ニコニコ箱委員会を通じて感じたこ
とは例会ごとに皆様より「感謝の心」の報告そしてニコニコカードに記載無き事項
でも沢山お力添えを戴きました。目標達成額に到達する事は基より次年度の各奉仕
活動の事業費に計上されると言うことで自らの行動をもって取り組みさせていただ
き、そしてその内容に感銘を受けました。今年度は５月の第一回目の例会にて目標
額は達成することは出来まして、私自身ニコニコを通じて様々な会員の皆様と交流

を図ることができましたことを大変ありがたく思っており、今後のロータリー活動
の財産とさせていただきます。反省に対しまして、ニコニコ大通信を継続出来なか
ったことをお詫び申し上げます。そして今年度終了まで引き続きご協力お願い致し
ますと共に、次年度以降、山田会員率いるニコニコ箱委員会へも引き続きご理解と
ご支援を賜りますようお願い致します。

◆ロータリー財団委員会

大西

寛治

委員長

クラブ・ロータリー財団委員会の役割は、補助金プ
ロジェクトへの参加と寄付を通じて財団を支援す
る計画を立案し、実施することです。
責務を詳しく説明すると、
・クラブ財団目標を達成するために委員会の目標を
立てる
・財団に関しての会員の教育を行う
・財団補助金プロジェクトや活動への参加を呼びかけ促進する
・クラブがロータリー財団への補助金を申請するための資格を満たしクラブの覚書
に概説されている補助金の管理システムを設けていることを確認する
・クラブと会員がロータリー財団への寄付を行うように働きかける
・財団に焦点を当てた例会プログラムを実施する
2015－2016 年度は、ベネファクター120,000 円、年次寄付金は 585,000 円、ポリオ
特別寄付 200,000 円、総合計は 905,000 円です。
この様に多額の皆様方のご寄付を財団に送金することが出来ました。会員皆様方に
感謝と御礼を申し上げ実績と反省とします。

◆インターアクト委員会

空門 満也 委員長

昨年に引き続きインターアクトクラブ委員長を
担当させて頂きました。また本年度は地区副委員
長という役割も担当させていただきました。
本年度はまず７月１0 日大阪桐蔭中学高等学校に
おきまして大阪桐蔭 IAC 例会が取り行われ小川
会長の卓話では、インターアクトクラブの部員は
将来リーダーとして活躍を期待する人であり、卒業後はローターアクトクラブ、そ

してロータリアンとなれる人材として成長してほしいと語られました。
７月１２日には朝から京橋駅でのローターアクトクラブの献血活動に参加、大阪桐
蔭中学高等学校のインターアクターと共に声掛けし、ローターアクトクラブとも交
流をもちました。
今年度の海外研修は、8 月 4 日～7 日まで 3 泊 4 日の行程で台湾は台北へ行って参り
ました。
もともと韓国の予定でしたが、直前に MARS の流行により行先を変更せざる得なくな
り、昨年お世話になった 3520 地区のご協力のもと何とか遂行することができました。
３５２０地区インターアクトクラブと様々な交流や雨天のなかシングルマザーの焼
き芋売りのお手伝いのボランティア活動等を通じて、お互いが両国を尊重出来、国
境を越えた友情が芽生えた事と思います。参加したインターアクトの生徒たちは国
際感覚溢れる将来の日本を支える人材と成ってくれるものと思います。
9 月 26 日には京都国際交流会館で行われた、第 4 回全国インターアクト研究会並び
に第 2 回地区インターアクト委員長会議に出席、ここでは全国のインターアクトの
現状、地区による活動の違いを知りました。
１１月１５日にはインターアクトクラブ年次大会が清風学園南館に於いて開催され
ました。
今大会では新しく参加される高槻中学高等学校の紹介があり、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 8 校の活動
報告後、本年度の海外研修の DVD が放映され、英語落語の桂かい枝さんを招きまし
てお話しいただき、会場は笑いに包まれました。
６月５日には大阪府羽衣青少年センターにおきまして新入生歓迎会がおこなわれ、
焼き板作成、バーベキュー、クイズ大会の催しを通して、新部員との親睦を深める
ことが出来ました。
大東 RC の皆様には日頃からインターアクトの活動 にご理解とご支援いただき心よ
り感謝申し上げます。本年度は第２６６０地区の副委員長として出向させて頂き貴
重な経験をさせていただきました。まことに有難うございました。
《 今年度事業報告》
７月１0 日

於 大阪桐蔭中学高等学校大阪桐蔭 IAC 例会に参加

７月１２日

RAC 献血活動（京橋駅にて）

８ 月４ 日～７日 海外研修 台湾（台北） 3520 地区
９月２６日

第 4 回全国インターアクト研究会並びに第 2 回地区インターアクト委
員長会議

１１ 月１５日

（京都国際交流会館）

年次大会（清風学園）

６ 月５ 日 新入生歓迎会

大阪府羽衣青少年センターにて

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 19

住道の由来
住道が登場するのは明治 22 年の市町村
制施行からで、「其の区域内に角ノ堂と呼べる地名に
ある因りて其の名を取り文字を改めて住道村と名付
く」とある。角ノ堂は横山新田内の小字名で、そこは
寝屋川と恩智川の合流地点であり、年貢米の積出し場
所・用水樋のあった所と記録されている。またこの地
に高僧が建てた庵の形から角ノ堂と呼んだとか、三箇
キリシタンの教会があったからなどといわれている
が、定かではない。

三箇の由来
深野池に三つの島があったからとするのが通説である。ただ地図によって
は、四つ、五つの島のものもあるが、これは池床が浅く水量により陸地となる所があったか
らと思われる。
三箇キリシタン
三箇にキリスト教が伝わったのは永禄五年（1562）、三好長慶の家臣三
箇殿が飯盛城で洗礼を受けた時に始まる。永禄八年（1565）には京の政変から逃れて三箇に
来たビレラやフロイスが数カ月滞在し、三箇のキリスト教は隆盛をきわめた。その間フロイ
スはローマに「教会は水に囲まれた小さい島にある」と報告している。その後信長時代はま
すます栄えたが、次の秀吉が天正十五年（1587）６月 19 日にキリスト教を禁止してからは
急速に衰えた。当時の遺物が全く残っていないのは秀吉の居城に近いためだろうか。

２０１６～２０１７年度の集合写真を７月５日（火）
例会終了後に撮影いたします。
７月５日は上着・ネクタイ着用でお越しください。

