
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今週の卓話   （9月 13日） 

次週の予定   （9月 27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？ 
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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（9月 6日分） 

会員数 39名 出席数 35名 欠席者 2名 

特定免除 2名 その他免除 0名 

出席率 94.59％ 

 

前々回 8月 23日分 

ホームクラブの出席者 33名  86.68％ 

メークアップの結果 36名 

特定免除 1名  その他免除  0名 

欠席者 2名  修正出席率 94.74％ 

 

 

 
<ゲスト> 

藤沢東 RC 梶浦 暁 氏  
          村上 進 氏  

・9/14 地区 第１回 I.A.C 合同会議と懇親会 17：00～ 
・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 

「 動画サービスについて 」 

 森岡 信晶 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 

「 インターアクトクラブ海外研修の報告 」 
ゲストスピーカー 大阪桐蔭高校インターアクター  

担当 中野 隆二 インターアクト委員長 
  

 
＜8 月度ＨＰ来場者数＞ ページビュー 数   980 名 
                ユーザー 数  280 名 

先月ＨＰ来場者数 



 

 

 
 

皆さん今日は。 

 日曜日には、第 37 回大東ロータリークラブ

旗争奪少年野球大会 開会式に中野秀一委員

長をはじめ多くのメンバーに参加いただきま

して、ありがとうございました。 

 さて、私は先週に台風 10 号の影響か？随分

と秋らしくなって来た様に思いますなどと、不謹慎な事を言っていたことを反省し

ております。 

 その夜 30日午後 6時に気象庁が統計を開始して以来、初めて東北地方太平洋側（岩

手県大船渡市付近）に上陸した台風 10号は、岩手県や北海道をはじめ各地で記録的

な大雨となりました。北海道富良野市や南富良野町では１時間に約 90.0ミリを記録

したほか、岩手県宮古市や久慈市で同 80.0 ミリ、北海道伊達市では同 70.0 ミリを

観測されました。高齢者グループホームで９人の死亡が確認された岩手県岩泉町で

は、29～30 日の積算雨量が８月の１カ月分の平均を大きく上回る 248.0 ミリを記録

したそうです。 
 

テレビで河川の氾濫を見ると、規模の大小はあるにしろ、40 数年前の大東市を思

い出しました。大東市は昭和 47 年と 50 年に、集中豪雨と河川の氾濫により未曾有

の水害に襲われています。 

特に、昭和 47年は 7月 9～13日に降り続いた豪雨で（総雨量 328.5mm) 

24時間最大雨量 145.5mm 

1時間最大雨量 25.5mm 

床上浸水 2194戸 

床下浸水 5000戸 計 7194戸 

避難者数のべ 6217人 

でした。 

 今、若いメンバーも増え、知らない方も多くおられますが、当時私は、二十歳前

後で、私の家は恩智川の右岸、大東市浜町に有りました。二度の水害共「あっと言

う間に」床上まで浸水しました。その当時の様子や経験談はまた、時間があれば別

の機会でお話しさせていただきたいと思いますが、当時の大東ロータリークラブは

昭和 47 年集中豪雨の為にと、大東市災害対策本部へ見舞金として 10 万円を寄贈し

ています。 

 

大東  弘 会長 
 
 
 
 

会長の時間 



 

 

最近では、 

平成 26年 8月豪雨による、広島市北部の土砂災害 

平成 27年 9月豪雨による、東日本豪雨災害と 

毎年のように豪雨災害が続いております。 

 

今回も、地区災害支援委員会より義捐金のお願いが、来ると思います。 

その節には、皆様のご協力を宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜理事会報告＞ 

 1. 家族会の予算について （親睦活動委員会）    ・・・・・・・・承認 

                          
 

2. 市民まつりについて （社会奉仕委員会） 

                           ・・・・・・・承認 
 

3. 平成２８年度共同募金「バッジ募金」の協力について （社会奉仕委員会） 

                          ・・・・・・・・承認 
 

4. 平成２８年「秋の全国交通安全運動」 

早朝街頭キャンペーンへの参加について（社会奉仕委員会）   

                                            ・・・・・・・承認 
 

5. 国際奉仕事業 予算執行について （国際奉仕委員会） 

                                          

6. クールビズ終了期について  9月末まで         ・・・・・・・承認 

田川 和見 幹事 幹事報告 



 

 

 

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

・誕生日 自祝          樋口 秀和 君 

・誕生日 自祝       大東  弘 君 

・誕生日 自祝       中  恒夫 君 

・誕生日 自祝       東村 正剛 君 

・ロータリー旗争奪少年野球大会参加ありがとうございます  

例会参加ありがとうございます 感謝    大東  弘 君 

・中野委員長、野球大会欠席して申し訳ございませんでした  

メークアップなし 早退 お詫び      橋本 正幸 君 

・少年野球大会開会式参加ご苦労様でした  

始球式では会長のストライクが見たかったのですが！  中嶋 啓文 君 

・中出席委員長 お詫び      杉原 巨峰 君 

・小川さん、お手数をお掛けしました 御礼申し上げます 感謝 福富 經昌 君 

・メークアップなし お詫び     松原 清一 君 

・中野委員長、少年野球大会大変お世話になりました  木村 克己 君 

・第 37回大東 RC旗争奪少年野球大会開会式ご参加ありがとうございました 感謝 

         中野 秀一 君 

・大東会長 昨日はごちそう様でした 感謝   空門 満也 君 

・少年野球大会開会式の欠席申し訳ありません   中野 隆二 君 

・大東会長始球式ご苦労様です 少年野球大会 開会式、中野委員長お疲れ様でした  

今日もたくさんのニコニコご協力ありがとうございます 感謝 山田  伸 君 

 

◎青少年奉仕委員会       中野 秀一 委員長 

2016年 9月 4日（日）に当クラブメンバー総勢 21名の参加をいただき、大東公園に

おきまして第 37回大東ＲＣ旗争奪少年野球大会の開会式が開催されました。大東会

長による協賛金の贈呈や優勝旗の返還とレプリカの贈呈、又、ワンバウンド始球式

で会場は大いに盛り上がりました。ご参加いただいた皆様には心より感謝申し上げ

ます。閉会式は 9月 19日の午後 4時頃からの予定となっております。ご都合のつく

皆様には閉会式にもご参加賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎国際奉仕委員会                    東村 正剛 委員長 

＜国際奉仕事業贈呈式＞ 

場所：大東市立子ども発達支援センター 

   大東市北条 1丁目 16-16 

日時：10月 8日土曜日 午前 9時集合  

9時半より開会式にて、贈呈式を執り行います 

ご参加よろしくお願いします。 



 

 

◎社会奉仕委員会        木村 克己 委員長 

先週例会時に集めさせていただいた「バッジ募金」は合計 51,000円となりました。 

会員皆様の温かいお気持ちに感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
今月のお誕生日花は、9 月ということでまだまだ残暑の

残る時期ではありますが、秋の花を先取りしてお届けさ

せて頂きます。 
赤い実付の枝は紅アオイ、紅葉している葉枝は雪柳、秋

の花の代名詞のリンドウ、ケイトウ、洋菊のアナスタシ

アでアレンジ致しました。 
紫やエンジ色を使うことで、一層秋の香りを感じること

が出来ます。 
誕生日おめでとうございます。  
花言葉 
菊（アナスタシア） 高潔、清浄 
ケイトウ      おしゃれ、気取り 
リンドウ      あなたを最も愛する 

9 月のお花 

 

 

 

 

 

訳：あなたのおっしゃることは、さあ、本心なんでしょうか。私には分からないですね。な

じみの土地では、昔と同じ花の香りが匂ってくるのものですよ 
 

紀貫之 （きのつらゆき） 

866？～945？ 平安前期を代表する歌人。三十六歌仙の一人。『古今集』の撰者の一

人にして仮名序の執筆者。最初のかな日記である『土佐日記』を著す。 



 

 

 

 

「  ロータリーの友月間に因んで   」  小林 誉典 雑誌委員長 

 
アメリカの国際ロータリー（R I）本部で編集、

発行している機関誌が『The Rotarian』です。 

1911年創刊で発行部数は 500,000部です。 

『ロータリーの友』は、ロータリー地域雑誌と

呼ばれており、全世界に 30 誌あるうちのひとつ

です。 

1953年創刊で発行部数は、95,500部です。 

因みに、全世界 30誌の中で発行部数の多い順は、 

１位 インド他 97,000 部 

２位 日本   95,500 部 

３位 フィンランド、デンマーク、スウェーデン他 69,000 部 

４位 ドイツ、オーストリア 62,095 部 

又、創刊年度の古い順は 

１位 1915年 英国、アイルランド 

２位 1924年 イタリア他 

２位 1924年 ブラジル 

４位 1926年 スイス、リヒテンシュタイン 
 

●「ロータリーの友』は日本におけるロータリーの機関誌です。 

『ロータリーの友』（以下『友』）は、国際ロータリー（ＲＩ）の認可を受け、Rotary 

World Magazine Press（『TheRotarian』とロータリー地域雑誌の総称）の一員とし

て発行されているロータリーの地域雑誌です（P2 ～ 3 に掲載）。地域雑誌としての

『友』は、ロータリアンがロータリーライフを深めるためにも、またクラブがＲＩ

と直結していると実感するためにも必要な媒体である、ということをまずご理解い

ただきたいと思います。  

2013 年規定審議会で、ロータリー地域雑誌について、会員は印刷媒体か電子媒体

のいずれかを選択して購読することができるようになりました。それを受けて、ロ

ータリーの友委員会ならびに一般社団法人ロータリーの友事務所では、電子版の

『友』を 2014 年 1 月号から発行しています（www.rotary-no-tomo.jp）。 

『友』が「おもしろい」「おもしろくない」という発言の中には、ロータリーの雑

誌として『友』が願っていることとは違う部分で議論されている傾向があります。

ロータリーの友委員会の願いは、ロータリアン一人ひとりがロータリーについての

広がりや深まりを増すための、いわばロータリー活動の視点からのおもしろさの有

無です。それ故に、ゴシップを扱ったり、マンガを掲載したり、歴史小説を連載す

ることに『友』はくみしません。あくまでも「ロータリアンとしてどうか」が「お

もしろい」や「おもしろくない」の議論より優先させた判断となるべきことで、各

先週の卓話 



 

 

人の私的興味を満足させることが、この機関誌の発行目的ではありません。 
 

●『ロータリーの友』はロータリーについての情報誌です。 

 したがって広報誌ではありませんので、ロータリアン以外の方々を対象にしては

編集されていません。もちろんロータリアン以外の方にお読みいただいてもロータ

リーのことをご理解いただけるように努力はしていますが、基本的にはロータリア

ンのための機関・情報誌です。世界や日本におけるロータリーの状況や活動につい

て、日本全国のロータリアンが情報や思いを共有できるような編集、より身近でよ

り親しまれる編集を心がけています。 

 「広報」については広報誌『ＲＯＴＡＲＹ 世界と日本』『ＲＯＴＡＲＹ あなた

も新しい風に』を発行しています。 

 印刷媒体である『友』は速報性には劣りますが、情報を自ら蓄え、分析し、読み

深めるといった印刷媒体の特長を十分生かせるよう心がけ編集しています。 
 

●『ロータリーの友』はロータリアンの公開討論の場です。 

 ロータリアンとしての意見や経験談、職業上の知識などを掲載して、ロータリア

ン同士が堂々と議論し、交流を図る「広場という空間」を提供します。『友』の縦組

みのページがそれです。この広場にはたくさんのロータリアンがやってきて話し合

い、旧交を温め、新しい出会いを喜ぶ……そんなロータリアンたちが行き交うこと

のできる『友』をイメージしています。 
 

● Magazine には倉庫という意味があります。 

 いろいろな情報や思いが詰まっている倉庫から、何を取り出し、何を学び、何を

感じ取っていただけるのかは、ロータリアン一人ひとりに託されていることです。

『友』はそれらを提供しているにすぎません。 

 『友』をお読みいただくために誌面の刷新を図ろうとも、最後は、これを手にす

る読者であるロータリアンがどのように自分のために活用してくださるか、にかか

っています。読まない、読みたくない、の理由づけにはこと欠きません。「◯◯◯だ

から読まない」の◯◯◯は、ロータリアン一人ひとりの意識や心の中にあることで

すから。毎月定期的にお手元に届く『友』は、最も効率よくロータリー情報を得る

ことができ、多くの会員の意見や経験を見たり読んだりすることができる、ロータ

リアン共有の宝物です。 

 ロータリーを語る時、ロータリーを思う時、私たちの心の中には各人にとっての

ロータリーが広がっているはずです。一人ひとりの読み手の生き方によって読み方

が異なってよいと思います。なぜ『友』を読むのか、の答えの一つがそんなところ

にもあるように思います。 
 

『ロータリーの友』からのお勧めの投稿文 

2015年 5月号 SPEECH P.73～69 

「見えないから 見えたもの」 岡山盲学校講師 竹内 昌彦 氏 

何度、読み返しても胸が熱くなります。 


