
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話   （8 月 23 日） 

次週の予定   （8 月 30 日） 

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 大東  弘 
■幹事 田川 和見 
■会報委員長 小林 誉典 

◆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？ 

DAITO 
ROTARY 

OSAKA JAPAN 

CLUB WEEKLY BULLETIN 

平成 28 年 8 月 23 日   No.2347   H28.8.9 (No.2346 の例会記録) 

先週の例会報告 

人類に奉仕するロータリー 第 2660 地区ガバナー方針 

「 The Ideal of service 」 
 

松本 進也 

２０１６年～２０１７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 

「 温故知新 」 

◆ 出席報告（8月 9日分） 

会員数 39名 出席数 33名 欠席者 3名 

特定免除 3名 その他免除 0名 

出席率 91.67％ 

 

前々回 7月 19日分 

ホームクラブの出席者 32名  89.74％ 

メークアップの結果 35名 

特定免除 4名  その他免除  0名 

欠席者 0名  修正出席率 100.00％ 

 
 
＜ゲスト＞  米山奨学生 カドゥカ マダン さん 
 
・8/23 例会 少年野球大会授与式 

・8/23 クラブ奉仕/ロータリー情報 情報集会 18：00～ 

・8/27 地区 ロータリー財団セミナー 14：00～ 
 
・9/4  少年野球大会 開会式 9：00～ 
・9/17 地区 職業奉仕委員会 合同勉強会 10：00～ 
・9/17 地区 社会奉仕委員長会議 14：00～ 
・9/17～18 大東市民まつり 
・9/19  少年野球大会 閉会式 予定 
          雨天 9/22 
・9/24 地区 地区協議会 10：00～ 
 
・10/4～5 秋の家族会 

後面に記載 

「           」 

 大矢 克巳 会員 

ニコニコ箱 

お知らせ 

国際ロータリー会長   ジョン・ジャーム 

「 クラブ奉仕部門の運営に因んで 」 

 大西 寛治 クラブ奉仕委員長 



 

 

 
 

皆さん今日は。35°以上の猛暑日が続いておりますが、

熱中症など健康管理には十分注意して下さい。 

さて先週は色々な事が有りました。 

火曜日からのインターアクト海外研修では、中野隆二

委員長をはじめ、同行していただいた会員皆様の活動が

随時、大東ロータリークラブのホームページに掲載され

るので大変頼もしく思うと同時に、皆さんの活動を誇り

におもいます。お疲れ様でした。 

そして、大東ロータリークラブのＨＰの素晴らしさを改めて実感いたしました。皆

さんもＨＰを閲覧していただきますようお願いします。 

また、土曜日午前８時より私はテレビで、平成28年広島平和式典を見ておりました、

原爆が投下された午前 8時 15 分 原爆死没者に追悼の意を表し、あわせて恒久平和の

実現を祈り、1分間の黙とうを行っていました。 

そして、こども代表小学 6年生の男女２人による平成 28 年「平和への誓い」があり

ました。 

２人は終わりに、「私たちには、被爆者から託された声を伝える責任があるのです。

一人一人が、自分の言葉で、丁寧に、戦争を知らない人へ、次の世代へ、世界の人々

へ、命の尊さを、平和への願いを、私たちが語り伝えていきます。」と力強く語りまし

た。感動しました。 
 

ちょうど同時刻、地球の反対側のブラジル（時差 12 時間で 8 月 5 日午後 8 時）、リ

オデジャネイロで、華やかなオリンピック開会式が行われておりました。 

71 年前に広島に原爆が投下された日本時間午前 8時 15 分にあたる（5日午後８時 15

分）の時間帯に、日系移民をテーマにした演出が登場し、 

日本国旗をモチーフにした衣装を身につけたダンサーが、今では 130 万人となった

日系移民の希望や苦難を表現されました。 

演出した映画監督、フェルナンド・メイレレス氏は「世界中の戦争と平和について

考える時間にしたい」と演出に込められたメッセージを説明されたそうです。 

また、メイレレス氏は当初、会場全体で黙とうをささげることを計画したそうです

が、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）が「政治的な行動にあたる」として却下。黙

とうとは違う形で、平和への誓いを表現する手段に変更することにしたそうです。 

そして、71 年前の今日 8月 9日、午前 11 時 2 分長崎に原爆が投下されました。 

午前 10 時 35 分より長崎市平和公園内で 

被爆 71 周年長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典が挙行されました。 

私は、対照的な平和に対する式典・祭典を見て、複雑な思いで様々な事を考えた時

間でありました。また心を新たにした時間でもありました。 

皆さんはどうであったでしょうか？ 

以上で会長の時間とします。 

大東  弘 会長 会長の時間 



 

 

 

 

＜理事会報告＞ 

⑴ 秋の家族会について  

    10 月 4～5 日、松山方面      ・・・・・・・・・承認 

 

⑵ WCS 事業について               ・・・・・・・・承認 

 

⑶ 2015-16 年度決算報告について         ・・・・・・・・・承認 

 

⑷ 薬物乱用防止キャンペーンについて   ・・・・・・・・・承認 

 

⑸ 塩釜東ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ友好クラブについて          ・・・・・・・・承認 

 

⑹ 特別委員会の設置について           ・・・・・・・・承認 

 

⑺ 長期戦略委員会について            ・・・・・・・・承認 

 

⑻ 事務局の夏休みについて  

     8/12（金）～18（木）まで        ・・・・・・・・承認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 
田川 和見 幹事 

 

 

 

 

 

訳：私のことをかわいそうにといってくれるはずの人は思い浮かばず、はかなく死んでいく

のだろうなあ。 
 

謙徳公 （けんとくこう） 

藤原伊尹 （ふじわらのこれただ・これまさ） 924～972 平安中期の貴族、歌人。

『後撰集』の撰者にして和歌所別当。摂政・太政大臣を歴任。正二位・贈正一位。 

謙徳公は諡号。容姿端麗と伝わる。 



 

 

 

 

◎ニコニコ箱委員会                      山田 伸 委員長 

・結婚記念日 自祝      髙島  登 君 

・入会記念日 自祝      谷中 宗貴 君 

・例会出席ありがとうございます インターアクト海外研修お疲れ様でした 感謝 

         大東  弘 君 

・四條畷ラグビースクール 合宿へ行って来ました 感謝  田川 和見 君 

・中野インターアクト委員長 御苦労様でした 感謝  橋本 正幸 君 

・インターアクト海外研修 参加されたメンバーの皆様ご苦労様でした 

         中嶋 啓文 君 

・池田さんおめでとうございました     岡本 日出士君 

・メークアップ無 お詫び      松原 清一 君 

・中野委員長 海外研修お疲れ様でした  

大東会長ありがとうございました     佐藤 多加志君 

・中野隆二委員長、橋本先輩 セブでは大変お世話になりました 感謝  

木村 克己 君 

・インターアクト海外研修 隆二委員長お疲れ様でした  

橋本さんお世話になりました 感謝    中野 秀一 君 

・小林先生 有難うございました 感謝    東村 正剛 君 

・インターアクトクラブ海外研修 橋本さん、佐藤さん、木村さん、中野秀一君、 

大変お世話になりました 感謝     空門 満也 君 

・インターアクト海外研修 中野隆二委員長大変お疲れ様でした 感謝 

空門 満也 君 

・インターアクト海外研修無事帰国しました  

御参加頂きましたメンバーの皆様ありがとうございました  中野 隆二 君 

・早退お詫び       谷中 宗貴 君 

・今日もニコニコありがとうございます 感謝   山田  伸 君 

 

 

 

◎米山奨学委員会                    安田 智洋 委員長 

カドゥカ マダン さん 

ネパールから来られた米山奨学生、カドゥカ マダン さんが例会を訪問され、近

況報告をされました。 

 

 

 

 

委員会報告 



 

 

◎インターアクト委員会                 中野 隆二 委員長 

８月２日～８月５日 第２６６０地区インターアクトクラブ海外研修として、フィ

リピンセブ島に行ってまいりました。 

現地では、第３８６０地区に受け入れをして戴きまして各交流

事業も無事に終え、参加したインターアクターは、異文化交流

ができ国際感覚と奉仕の精神を学ぶことができたものと思いま

す。詳しくは来月の卓話にて、大阪桐蔭中学高等学校のインタ

ーアクターから皆様へ御報告の予定です。また、セブ島まで御

同行戴きました 

会員の皆様にも心より厚く御礼申し上げまして御報告とさせて

頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

       

「 癒し５  」 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

松原 清一 会員 

「癒し」をテーマにしてはや５回目ということです。いつもは私が撮影した水中の

動画を開設しながらお見せしていますが、今回はライセンス取得の勧めをしたいと

思います。ダイビングのライセンスとは、国家や自治体が許可しているものでは無

く、世界のいろんな団体が独自で許可しているものです。日本ではダイビングライ

センスではありませんが、厚生労働省が許可している潜水士という免許があります。

これは国家資格です。この資格はプロの人が必要なので普通にレジャーでダイビン

グする限り不要です。ただし、インストラクターや水中ガイドをお金もらってする

場合はプロということになるので潜水士免許は必要です。 

水中世界の素晴らしさは毎回説明しているので今回は割愛させていただき、必要器

材の説明をいたします。まず重器材と呼ばれるもの、ＢＣＤ：ライフジャケットの

ようなものでタンクの固定とジャケットの中の空気袋の空気を出し入れして浮力の

調整を行います。レギュレター：メインの空気源ですこれで呼吸します オクトバ

ス：予備の空気源で主にバデイの空気が無くなったとき等に使うものです。目立ち

やすいように黄色のものが多いです。残圧計：タンクの中の空気の圧力が示されま

す。コンパス：水中用の磁石です 次に軽器材です  ウエットスーツ（ドライス

ーツ）体温保持と怪我防止のための保護スーツです。フィン：足ひれ（水中で泳ぐ

ために必要） マスク：水中メガネ  シュノーケル：水面で呼吸するためのもの 

あと、タンクは現地ダイビングサービスで借ります。本州ではスチールのタンクが

メインで８リットル １０リットル １２リットルとあります。 

もっとも重要なアイテムでダイビングコンピューターが必要です。ダイビングする

先週の卓話 



 

 

のに最も重要な管理減圧症にならないダイビングをするのに必要不可欠なアイテム

です。機能はいろいろありますが、最低限必要な機能は水深表示 水温表示 潜水

時間表示 無減圧潜水可能時間表示 無減圧潜水可能時間を超えてしまったときの

減圧停止時間表示 安全停止時間表示です。 

但し、１０ｍ未満のダイビングの場合はあまり気にしなくても大丈夫です。 

  

みなさんの趣味の一つにダイビングをくわえていただき、一緒にダイビングしまし

ょう。私がライセンスの講習を行いますので是非よろしくお願いします。 

 


