
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話   （9 月 6 日） 

次週の予定   （9 月 13 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 9 月 6 日   No.2349   H28.8.30 (No.2348 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 30 日分） 

会員数 39名 出席数 33名 欠席者 2名 

特定免除 4名 その他免除 0名 

出席率 94.29％ 

 

前々回 8月 9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 36名 

特定免除 3名  その他免除  0名 

欠席者 0名  修正出席率 100.00％ 

 
 
・9/9  大東市民まつり 第 3 回総会 19：00～ 
・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 
・9/20 例会休会 
・9/24 地区 地区決議会 10：00～ 
・9/24 地区 青少年奉仕 合同会議  

14：00～  
・10/4～5 秋の家族会 

後面に記載 

「 ロータリーの友月間に因んで 」 

 小林 誉典 雑誌委員長 

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 

「大東インターアクト創立 39 周年に因んで」 

中野 隆二 インターアクト委員長 



 

 

 
 

皆さん今日は。 

台風 10 号の影響か？随分と秋らしくなって来た

様に思いますが？予報では九月になってもまだま

だ暑い日が続くと言われております、早くすがすが

しい秋になってほしいものです。 

さて、先週は例会、また夜の情報集会と、大西会

員・藤本会員のリーダーシップにより楽しいそして、

有意義な一日を過ごすことができました。 

また、27 日の土曜日には地区ロータリー財団セミナーが有りまして、上田正義委員

長と二人で行ってまいりました。内容につきましては 11 月のロータリー財団月間での

委員長卓話にて報告していただけるとのことですので、宜しくお願いします。 
 

話は変わるんですが、７月にインターアクト例会で卓話をするためにいろいろと調

べていましたら、日本のロータリーは、1905 年シカゴ・ロータリークラブ誕生から、

１５年後の 1920 年（大正９年）に東京ロータリークラブが世界で 855 番目のクラブと

して創立しました。しかし、途中 1940 年から９年間 第二次世界大戦により、脱退し

ていた期間がありましたが現在は、日本全体で クラブ数 2.269、会員数 89.141 人と

なっております。 

そんな事を調べている中で、大東ロータリークラブのクラブ番号は？とふと思った

んです。私もそうですが、メンバーの中には多くの大東青年会議所出身者がおられま

す。皆さんに青年会議所の認証番号はと聞きますと、たいていの人が 476 番と答えら

れると思います。ヨーナロー（良くなろう）と語呂合わせも良かったのか先輩方から

受け継がれており私も頭に入っております。 
 

そこで、大東ロータリークラブのクラブ番号はと？私は恥ずかしながら解りません

でした。先輩方には今頃何を言っとるのやと、怒らえるかもしれませんがロースター

にも週報の表紙にも記載されていません、何処に有るのかと調べておりますと、皆さ

ん方お持ちの会員証に、今年は田川幹事のサインが入っており、そこにクラブ番号 

14526 と記載されており、また個人会員番号も記載されております。 
 

また、日本では、何番目なのかは、日本ＲＣ承認順位一覧という表がありまして、

大東ＲＣは日本で 836 番目のクラブで 1968 年昭和 42・1・24 と記載されております。 
 

我々の大東ロータリークラブは 1967 年（昭和 41 年）12 月 26 日、スポンサークラ

ブ 大阪東ロータリークラブ 協力クラブ 守口・東大阪、両ロータリークラブのご

指導で国際ロータリー第 365 地区 所属の仮クラブとして（創立会員 24 名）で発足。 

1968 年 1 月 24 日国際ロータリーより正式加盟の承認を受け、第 365 地区所属ロータ

リークラブとなる。 

事務所は、守口市京阪本通り 2-22 三洋電機(株) 健保会館 2 階 

例会場は 同上 ４階 で毎週火曜日 12 時 30 分～13 時 30 分迄 

大東  弘 会長 会長の時間 



 

 

1968 年 5 月 18 日 太閤園に於いてチャータナイトを開催した。 

そして、守口からいつ大東に移ったのかなのですが、1981 年 6 月 2 日（34 年前に） 

例会場を現在のこの場所大東市立市民会館に移転し現在にいたっております。 

以上で会長の時間とします。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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

・空門委員長、親睦委員会の皆さん ありがとうございました  

例会出席ありがとうございます     大東  弘 君 

・例会、情報集会欠席 すみませんでした    橋本 正幸 君 

・情報集会ご苦労様でした 会長、幹事ありがとうございました 中嶋 啓文 君 

・情報集会欠席 お詫び      杉原 巨峰 君 

・小林先生 お世話になりました     小川 芳男 君 

・先週お休みしました      大矢 克巳 君 

・大曲の花火を見て来ました     木村 克己 君 

・谷中会員ありがとうございます！ 感謝    中野 秀一 君 

・親睦活動委員会 親睦会、ご参加ありがとうございました  

大東会長、田川幹事 ご馳走様でした 感謝   空門 満也 君 

・親睦活動委員会 空門委員長、親睦会の設営ありがとうございました  

大東会長、田川幹事ごちそうさまでした 感謝   中野 隆二 君 

・親睦懇親会 空門委員長、お疲れ様でした 大東会長、田川幹事、ご馳走様でした  

ありがとうございました 感謝     柿木  篤 君 

・大東会長、田川幹事、空門委員長、谷中さん、森田さんごちそうになり 

ありがとうございました 杉原さん お花ありがとうございます 西山 潤一 君 

・会長、幹事ありがとうございました    谷中 宗貴 君 

・大東会長、田川幹事、空門委員長、親睦活動委員会の皆様 

先日はありがとうございました      森田 武雄 君 

・親睦会参加できずすみませんでした    岡井 康弘 君 

・大東会長、田川幹事 ごちそう様です 空門委員長、親睦会ありがとうございました 

 今日もニコニコご協力ありがとうございます 感謝  山田  伸 君

委員会報告 



 

 

 

 

「  旅行について パート５ ＆ ？  」 

 
 
 
 
 

 

大矢 克巳 会員 

 

１、新バス代金による料金比較       

＜昨今のバス事故について＞      

 ２００７年２月に大阪府吹田市でスキーツアーバスがモノレールの橋脚に衝突、

２７人が死傷。 

２０１２年４月には群馬県藤岡市の関越自動車道で高速ツアーバスが壁に衝突し

て４５人が死傷。 

多発するバス事故に対し、国土交通省は２０１４年３月２８日に、『貸切バス新運

賃・料金制度』を公示し、７月より実施されました。 

しかしながら、地域によって金額に差があり、今回は近畿運輸局と中国運輸局の料

金をご報告させて頂きます。 

２０１６年１月には長野県軽井沢町の国道１８号でスキーバスがセンターライン

を越えてガードレールを突き破り、乗客・乗員計４１人が死傷。   

 

※国土交通省近畿運輸局 

 

 

 

 

 

※国土交通省中国運輸局 

 

 

先週の卓話 

上限額 下限額 上限額 下限額 上限額 下限額

¥170 ¥120 ¥150 ¥100 ¥120 ¥90
¥8,660 ¥5,990 ¥7,310 ¥5,060 ¥6,280 ¥4,340

¥30 ¥20 ¥30 ¥20 ¥30 ¥20
¥3,130 ¥2,170 ¥3,130 ¥2,170 ¥3,130 ¥2,170

中型車大型車車種

運賃 時間制運賃（１時間当たり）

運賃　キロ制運賃（１キロ当たり）

項目

小型車

深夜早朝運行料金

特殊車両割増料金

時間制運賃及び交替運転者配置料金（時間制）の２割以内

運賃の５割以内

交替運転者配置料金（１キロ当たり）

交替運転者配置料金（１時間当たり）

上限額 下限額 上限額 下限額 上限額 下限額

¥210 ¥150 ¥180 ¥130 ¥150 ¥110
¥7,230 ¥5,010 ¥6,100 ¥4,230 ¥5,240 ¥3,630

¥40 ¥30 ¥40 ¥30 ¥40 ¥30
¥2,770 ¥1,920 ¥2,770 ¥1,920 ¥2,770 ¥1,920

交替運転者配置料金（１キロ当たり）

交替運転者配置料金（１時間当たり）

深夜早朝運行料金 時間制運賃及び交替運転者配置料金（時間制）の２割以内

運賃の５割以内特殊車両割増料金

車種 大型車 中型車 小型車

項目

運賃　キロ制運賃（１キロ当たり）

運賃 時間制運賃（１時間当たり）



 

 

２、改定前と改定後の料金比較  

 平成２５年１２月と、平成２６年１２月に北陸の粟津温泉に、全く同じコースで

慰安旅行に行っていただきました会社があります。  
 

 初日：車庫～会社～旅館までの走行距離 ２６５ＫＭ 所要時間 ３時間３０分 

         

 ２日：旅館～観光地１箇所～昼食～買物～会社～車庫 走行距離 ２９１ＫＭ 

所要時間 ８時間４５分  
         

 上記の日程で行って頂きました。バスのタイプは中型サロンガイド無です。 
  

 平成２５年 バス代金 ￥１３０，０００・消費税（５％） ￥ ６，５００ 

 平成２６年 バス代金 ￥１７０，０００・消費税（８％） ￥１３，６００ 
  

本年度家族会のバス代金を算出しますと、走行距離３１５ＫＭ＋５０ＫＭ  

３６５ＫＭ 所要時間１５時間＋４時間 １９時間 
  

 上限金額 ￥２１４，０２０・下限金額 ￥１４９，９４８＋消費税８％ ＋ガ

イド代金 ￥３２，４００ となります。 
  

３、得をするパンフレットの見方について 

Ａ、国内旅行の場合（例 ＪＴＢで行く青森・秋田３日間） 

 ＪＴＢの東北のパンフレットには、何種類かのパンフレットがあります。 

  今回は、８月１４日に、２泊３日にご夫婦２組４名行かれた方の一例です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 正月・ＧＷ・連休・お盆等ピーク時のパンフレット代金は、凄く高いですが、や

り方で上記の様に ￥３０，０００程安くなります。 

 一番安い代金は、４月～９月出発のパンフレットでは、４月の平日の出発です。 

 

 

 

 

宿泊旅館

パンフレットの種類

復路航空代金割増代金　秋田発

パッケージ航空代金未使用減額　往復

往路航空代金（ＪＡＬ先得）

基本代金（往復航空代金と旅館１泊）

往路航空代金割増代金　青森着

宿泊代金（田沢湖温泉　２名１室）

手配料

合　　　　　計

¥24,400

¥113,200

ＪＴＢ　エース東北

¥35,600 ¥35,600

¥46,600 ¥46,600

¥36,200

復路航空代金（ＡＮＡ先得） ¥24,000

蔦温泉旅館／花心亭しらはま

一番安い代金

¥44,300

¥30,100

¥142,800

¥3,600

¥26,000

¥-22,000

¥3,000

¥82,900

¥4,900



 

 

４、ひそかに注目の宿 

 現在、６５歳以上の方々のご要望で、足が痛いのでテーブルで食事をしたいとか、

寝るときはベッドが良いわとかのご要望が増えてきています。 

 そう言った方々に、お薦めしているのが和洋室のお部屋がある旅館です。 

 和洋室のある旅館の一部をご紹介させて頂きます。   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近畿圏内の、和洋室のお部屋をお部屋を紹介させて頂きましたが、和洋室のお部屋

は数少ないですが、高齢化が進む中、今後各地区、各旅館で増えて行くと思います。 

ご紹介した宿以外にも、北海道・東北・関東・北陸と数は少ないですが、和洋室の

お部屋を持った旅館がございます。 

又、現在は、畳の上にベッドを置いて、モダンルームと言う名前を付けている旅館

もございます。        

  

５、？ 

 

 

創業 部屋数・金額

１９９０年（２０１３年改築） 部屋数１３室　平日２名１室￥３２，０００～

　“特別なおもてなし”と“繊細な飾りあふれる膳に心 躍る”そんな『上質の大人のひととき』をごゆるりと堪能できるお宿です。

温泉名 宿名

有馬温泉 中の坊　瑞苑 １９８０年（２０１１年改築） 部屋数５２室　平日２名１室￥４９，６００～

　グレース・ケリーも愛した宿で、湯・食・時の流れに浸る、静かな空間をご提供する為１３歳未満のお子様はご入館頂けません。

洲本温泉 ホテルニューアワジ １９９３年（２０１０年改築） 部屋数１１７室　平日２名１室￥３８，６００～

　２０１０年７月にグランドオープンしたヴィラ楽園のゲストルームは、全室に温泉露天風呂 が備わるスイート仕様。

白良荘グランドホテル １９６８年（１９９３年改築） 部屋数１００室　平日２名１室￥３３，２００～

　どこまでも続く水平線。まるで目の前の海と一体化したかのような極上の眺め。それが 上階のロイヤルフロアー「貴船」にあります。

　森林に包まれた5万坪の大庭園ののびやかな美しさ。旅心を満たす細やかなおもてなしの趣向。

鳥羽 海の蝶　白蝶館 １９９３年 部屋数５７室　平日２名１室￥２０，３００～

　森林に包まれた5万坪の大庭園ののびやかな美しさ。旅心を満たす細やかなおもてなしの趣向。

白浜

　日本三景天橋立正面のホテル。天橋立一望のオーシャンビュー、丹後の旬の素材を 使った料理、天橋立温泉を源泉とする。

城崎 西村屋ホテル招月庭 １９７０年（１９９４年改築） 部屋数９８室　平日２名１室￥３５，８００～

京都亀岡　湯の花温泉　 京ゆのはなリゾート翠泉

天橋立 天橋立ホテル（別館） １９７８年（２００８年改築） 部屋数５２室　平日２名１室￥２２，６００～

 

 

 

 

 

訳：いったい誰を知己にしようか。いくら高砂の松が長寿だからといっても、昔からの友で

はないのだから。 
 

藤原興風 （ふじわらのおきかぜ） 

生没年不詳。9世紀後半？～10 世紀前半？平安前期の歌人。三十六歌仙の一人。 

管弦の名手。 


