
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今 期 累 計 482,000円 

年 間 予 算 3,000,000円 

達 成 率 16.07％ 

今週の卓話   （9 月 27 日） 

次週の予定   （10 月 4 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 27 日   No.2351   H28.9.13 (No.2350 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（9月 13 日分） 

会員数 39名 出席数 34名 欠席者 4名 

特定免除 1名 その他免除 0名 

出席率 89.47％ 

 

前々回 8月 30日分 

ホームクラブの出席者 32名  91.43％ 

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％ 

   
・10/4～5 秋の家族会 

・10/8  国際、社会奉仕 児童センター贈呈式  

・10/11 ガバナー補佐訪問・第 4 回クラブ協議会 

・10/12 第 1 回ゴルフコンペ  

・10/18 例会 弁論大会贈呈式 

・10/25 ガバナー公式訪問 
 
・11/8  夜間例会・社会奉仕情報集会 

・11/13 インターアクト 年次大会 10：00～ 

・11/22 例会休会 

 

後面に記載 

「 秋の家族会 」 

担当 空門 満也 親睦委員長 

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 

「 動画サービスについて 」 

 森岡 信晶 会員 



 

 

 
 

皆さんこんにちは。 

今日は大阪桐蔭高等学校インターアクターによ

る、本年度の海外研修（フィリピン・セブ島）

の報告があります、楽しみにしていますので宜

しくお願いします。 

今日はロータリーの雑学的なことから、点鐘に

ついてお話させていただきます。先程杉原 SAA から、只今より大東ロータリークラ

ブ第 2350 回例会を開会します。会長点鐘お願いします、として始まった例会です。 

ロータリーの会合は、点鐘で始まり、点鐘で終わる。これは例会だけではありませ

ん。年次大会、地区協議会、ＩＭ等ロータリーの会合はすべて同じです。なぜ点鐘

か？ については誰も疑念を差し挟まないようですが、どうも点鐘は日本独特のもの

のようです。 

外国では点鐘の代わりに“Call to Order”つまり“お静かに願います”の発言があ

って例会が始まり、あるいは発言に続くお祈りの後例会に入るというケースが多い

ようです。鐘を鳴らす場合も、食事が済んで幹事報告やスピーチが始まる前に鳴ら

すのが一般的で、木槌を叩くこともあるようです。いずれにせよ、開会閉会を鐘で

告げるのは日本だけのようです。 

私たちの姉妹クラブである、台北スワンシーRC も鐘を鳴らしていましたが、どのタ

イミングで鳴らしていたのか覚えておりませんので、今度確認しておきます。 

ではこの鐘、いつ何処で？ というとまったく分かりません。一説によると１９２０

年ころ東京ロータリークラブが使ったのが始まりで、あとは右に倣えになったので

はないかと言われています。 

当時、日本人は大体、小学校以来鐘で行動することに貫らされていたので、（現在は

「鐘」のある小学校はありませんが）、案外ロータリーの点鐘もケジメを付ける意味

で日本人の習性にピッタシだったのかもしれません。 

 

 

大東  弘 会長 会長の時間 



 

 

 

 

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

・結婚記念日  自祝      小林 誉典 君 

・結婚記念日  自祝       谷中 宗貴 君 

・例会出席ありがとうございます 感謝    大東  弘 君 

・佐藤会員 先週例会 申し訳ございませんでした     橋本 正幸 君 

・理事会欠席 お詫び      小川 芳男 君 

・Daito Rock City 初めて見て来ました 感謝  木村 克己 君 

・池田先輩、昨日は大変お世話になりました  

大東会長、田川幹事ご馳走様でした 感謝   空門 満也 君 

・本日の卓話、宜しく御願い致します    中野 隆二 君 

・佐藤さんお世話になりました 感謝    柿木  篤 君 

・本日も皆様のニコニコのご協力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トクラブ 顧問 浦木 先生 

                          大木  壮 さん 

                          岡山 昴司 さん 

               担当 中野 隆二 インターアクト委員長 
 

今年の海外研修の行き先はフィリピンで、大阪国際空港からフィリピンのセブ島

まで飛行機で約 4時間かかりました。 

 

この写真は 1 日目の夜食だったバイキングの写真です。フィリピンのご飯は日本

の味と大差なく、とても美味しくてすぐに味に馴染めました。 

これは僕たちが宿泊したホテルの写真で、そして次が受付の写真です。ホテル内

はこのようになっていて、プールもありとても豪華なところでした。 

 

2 日目の日にフィリピンの街並みを撮って来たので動画を見てください。日本の街

並みと違って、道路が舗装されていなかったりして所々に貧しさが見られました。 

これはラプラプ王の記念碑に行った時の写真です。雨は降っていましたが貴重な

ところに行け、とても楽しく拝見できました。 

次の写真は現地のインターアクターと交流した時の写真です。現地の人達からは

歌やダンスの披露がありました。その後、お返しとしてこちらからは折り鶴の折り

方を英語で教えました。こちらの考えが英語で伝わったときは嬉しかったです。ま

た、教室のドアにこのようなポスターが貼っていました。 

先週の卓話 



 

 

内容は 「When you 

Enter this 

Loving classroom 

Consider yourself as 

One of the special 

Members who 

Enjoy working and learning together」 というもので、 

意味は「愛すべきこの教室に入る際は一人一人のことを特別な存在として考えま

しょう」というものでした。また、向こうの人々はとても友好的でカメラを向ける

とこちらを向いてくれました。全体的な印象はいたるところに教室のポスターが多

く貼られていてそれがとても強く印象に残っています。この写真はその人たちとの

集合写真です。日本のインターアクターよりフィリピンのインターアクターの方が

多かったので圧倒されました。 

午後からはもう一つ別の学校へ行きました。ここでも雨の中、現地の小学生に一

生懸命ダンスを踊ってもらいました。この動画はそこの小学生が日本語のテキスト

に興味を持っている動画です。これは先ほど興味を持っていた子供たちの写真です。

続けてここでも折り鶴の折り方を英語で教えました。一回目の時とは違い、今回は

大勢の小学生を相手に教えたので少し難しかったです。お礼として小学生から感謝

の手紙をもらいました。温かい言葉が多く書かれてあり大事に保管してあります。 

また、夜には 3 日目のフェアウェルパーティーで披露するために盆踊りの練習を

しました。 

 

3 日目はマゼランの城壁を見学に行きました。これはその場所の動画です。壁は卵

などの材料が使われているそうです。また、この日には慰霊祭に訪れました。他校

との生徒全員で焼香をあげました。そして最後にショッピングモールに行きました。

日本のショッピングモールと同じくらい大きくとても満喫できました。そしてこの

写真は最後のイベントであるフェアウェルパーティーの会場の写真です。ホテルの

宿泊先から海の浅瀬を歩いて渡り会場まで行きました。現地の人達と皆でともに歌

ったり、盆踊りをしたり話し合ったりして最後の時間を楽しみました。 

 

最後の動画ですが、フィリピン人の通勤の動画です。人がギュウギュウ詰めにな

っていて乗り込めない人たちがいたのが日本とは違い驚きでした。また、道路の途

中でバイクを修理している人がいて自由だなと感じました。 

 

 



 

 

今回の研修で普段の生活では知り得なかったであろう人や文化を多く知れて、と

てもためになりました。このような素晴らしい機会を与えていただいたロータリー

の皆様、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訳：由良の瀬戸を漕ぎ渡ってゆく船頭が櫂（櫓）がなくなって、行き先もわからず漂流する

ように、この先どうなるかわからない恋の道だなあ。 

曾禰好忠 （そねのよしただ） 

生没年不詳。平安中期の歌人。丹後掾。中古三十六歌仙の一人。自信家で奇人と伝わる。 

 

２０１６～２０１７年度 

●第４回クラブ協議会のお知らせ● 

第４回クラブ協議会を下記の通り開催いたします。 

理事・役員・委員会委員長の皆様はご出席下さいます様、お願い申

し上げます。 

日  時 ２０１６年１０月１１日（火） 例会後～ 

場  所 市民会館 ４階 大会議室 (例会場) 

＊ご都合の悪い方は、副委員長の出席をお願い致します。 


