
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話   （11 月 29 日） 

次週の予定   （12 月 6 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 

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 」 

  
 

・11/29  50 周年第 1 回記念事業部門委員会 例会後~ 
 
・12/6  50 周年第 1 回友好・姉妹 RC 部門委員会 例会後～ 

・12/6  50 周年第 1 回記念式典部門委員会 例会後～ 

・12/9-10 地区大会  

・12/13  第 49 回クリスマス家族会 

・12/20  50 周年第 1 回記念誌部門委員会 例会後~ 

・12/27  例会休会 

 

・1/3    例会休会 

・1/17  第 5 回クラブ協議会 

・1/24  職業奉仕委員会 情報集会 

後面に記載 

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 

  平成 28 年 11 月 29 日   No.2359   H28.11.15 (No.2358 の例会記録) 

◆ 出席報告（11 月 15 日分） 

会員数 39名 出席数 32名 欠席者 4名 

特定免除 2名 その他免除 1名 

出席率 88.89％ 

 

前々回 11月 1日分 

ホームクラブの出席者 32名  88.89％ 

メークアップの結果 34名 

特定免除 2名  その他免除  1名 

欠席者 2名  修正出席率 94.44％ 

「 大東ロータリークラブ創立49周年に因んで 」 

          大川 真一郎 会員 

「 IｏT とは 」 

 佐藤 多加志 会員 
 



 

 

 
 

皆さん今日は。 

先週の夜間例会が終わり、翌日にはアメリカ大統

領選でトランプ氏が当選し株価が乱高下したよう

な先週でしたが、大東ロータリーでは 11 日の金曜

2 時より第 11 回大東市小中学生弁論大会がサーテ

ィホールの大ホールにて開催されましたので、大

東ロータリークラブ会長賞授与のため審査員とし

て参加してまいりました。また当日は、多くのメンバーに参加していただきありが

とうございました。 

今年弁論大会は小学校 6 年生 1080 名、中学生 2634 名の中から校内での一次予選、

教育委員会での二次予選を経て選ばれた、小学６年生 5 名と中学生 5 名・合わせて

10 名の「弁論」と小学 5 年生 12 名による「1 分間スピーチ“わたしの学校紹介”」

の発表が行われました。大東ロータリークラブ会長賞は弁論 10 名の中より表現力

（声の大きさ、声の明瞭さ、話す速度、言葉づかい、表情、説得力、読み方の工夫）

において特に優れている小学生・中学生各々2 名に授与させて頂きました。毎年思

うことですが、環境問題・いじめの問題・将来の夢などをテーマにした、小・中学

生のスピーチのレベルの高さには驚かされましたし大変感動しました。  

また、日曜日 2660 地区のインターアクト年次大会が、ターゲットを「多様な生物と

の共存・未来に豊かな水源の森を」として、大阪桐蔭中学高等学校が幹事校として、

そして提唱クラブである大東ロータリークラブがホストクラブして開催をし、当日

は中野隆二委員長をはじめ多くのメンバーと共に参加してまいりました。開会式に

続き、各校クラブの活動報告・海外研修報告そして講演では「日本熊森協会」の室

谷さんが、（豊かな森を未来へ～クマが教えてくれた森の危機～）と題しての多様な

生物との共存の大切さをお話ししていただいておりました。午後からは体育館へ場

所を変えてのグループワーク・そして発表・閉会式では、地区ローターアクトクラ

ブのＰＲと年次大会への招待が行われておりました。インターアクトからローター

アクトそして一人でも多いロータリアンの誕生を期待しました。 

また、年次大会と同時刻に本年度青少年奉仕委員会の事業として協賛しております

大東市市制施行 60 周年スポーツイベント「だいとう河内街道マラソン」が行われま

して、中野秀一委員長に早朝よりマラソン会場に出向いて頂きました。 

今週は小学生から高校生のいきいきとした青少年の言動に直接触れる事が出来、こ

の青少年達に奉仕することの意義を実感することが出来ました。 

私たちも、昔の思い出話が 多くなりがちですが、子供たちの未来のために、ロータ

リアンとしての奉仕活動にやりがいを見出した一週間でした。

大東  弘 会長 会長の時間 



 

 

 

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

・入会記念日 自祝      杉原 巨峰 君 

・結婚記念日 自祝      佐藤 多加志君 

・誕生日 自祝       空門 満也 君 

・誕生日 自祝          中野 隆二 君 

・弁論大会、インターアクト年次大会そして、例会出席ありがとうございます 感謝 

大東  弘 君 

・大阪桐蔭ラグビー部 5 年連続優勝しました おめでとうございます 感謝 

         田川 和見 君 

・弁論大会、御苦労様でした 感謝     橋本 正幸 君 

・ノロウィルス予防体感セミナー、盛会のうち終了しました  

ありがとうございました      中嶋 啓文 君 

・夜間例会欠席お詫び 間会員ありがとうございました  杉原 巨峰 君 

・インターアクト年次大会欠席のおわび    大西 寛治 君 

・大川さん 街かどコンサート大変お世話になり有難うございました 

         藤本 和俊 君 

・夜間例会への御参加ありがとうございました   木村 克己 君 

・大東市小中学生弁論大会にご参加頂きありがとうございました 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 

・インターアクト年次大会 中野隆二君大変お疲れ様でした 感謝 空門 満也 君 

・本日もたくさんのニコニコありがとうございます 感謝  山田  伸 君 

・インターアクト年次大会への御参加、誠にありがとうございました 感謝 

         中野 隆二 君 

・メークアップなし お詫び     安田 智洋 君 

・大東会長ありがとうございました     谷中 宗貴 君 

・中さん先日はありがとうございました 先日例会欠席申し訳ありません 

         森田 武雄 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 



 

 

◎インターアクト委員会       中野 隆二 委員長 

 

平成２８年１１月１３日日曜日 AM１０時～１５時３０分迄大阪桐蔭中学校高等学校

本館に於きまして、２０１６年－２０１７年度インターアクト年次大会が開催され

ました。 

今年度はホスト校の桐蔭高等学校での開催にあたり提唱クラブ大東会長より歓迎の

言葉を頂戴し各来賓並びに各参加団体の紹介をさせていただきました。 

そして８月に行いましたインターアクト海外研修の報告と各８学校のインターアク

トクラブの本年度活動報告をさせていただきました。 

その後は、日本熊森協会のお力添えをいただき「多様な生物との共存」～未来に豊

かな水源の森を～ をテーマに講演会を開催しインターアクターの皆様でグループ

ワーク後に発表会を行いました。 

そして、最終の合同会議の折に各８学校の代表のインターアクターの皆様からの挨

拶で「日々インターアクトクラブへ参加し大変貴重な経験をさせて戴き感謝してお

ります」と、各ロータリークラブの皆様へお礼の言葉を戴きました。 

また、当日は休日のなか早朝より大東ロータリークラブメンバーにご参加いただき

まして心より感謝申しあげます。ありがとうございました。 

 



 

 

 

 

「  細則変更について  」   

 

 

 

 

 

 

中嶋 啓文 会員 

手続要覧が RI 国際大会、規定審議会、RI 理事会、ロータリー財団管理委員会の決定

を反映した上で、3年ごとに改訂されます。それにともない定款が変更されます。 

本年度は、大幅な変更がありましたので、変更された定款と現在の定款を摺合せ、

また、当クラブの現状も踏まえて細則の変更をさせていただきました。 

本日卓話の時間を利用しまして、『大東ロータリークラブ細則』（案）をご提案させ

ていただきます。異議または異論および疑問のある方は、ご意見をお聞かせくだ

さい。 

平成 28 年 11 月 29 日までに、ご意見用紙にご記入いただき、会長または事務局にご

提出ください。理事会にて討議させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先週の卓話 

 

 

 

 

 
訳：あなたがすぐに来ると言ったばかりに秋の夜長を待っていたら、有明の月が出てし

まった。 
 
素性法師 （そせいほうし） 
素性 俗名良岑玄利（よしみねのはるとし）生没年不詳。遍照の子。平安前期の歌人。

三十六歌仙の一人。左近将監に任官した後に出家し、権律師となる。 



 

 

◎ゴルフ同好会         佐藤 多加志 キャプテン 

去る、11 月 17 日 四条畷Ｇ．Ｃに於いて 第二回 大東ＲＣコンペが、晴天の中 開催

しました。 

気候も良く、和やかに楽しく 親睦が図れたと思います。 

栄えある優勝は 森田会員でした。(拍手!!!) 次回、第三回は 2017 年 3 月を予定

しています。 

ご参加宜しくお願いします。 

今回のコンペでハンディ改正の該当者は次の方々です。 
  

小川会員 26 ⇒ 20 

中嶋会員  6 ⇒ 5 

森田会員 36 ⇒ 23 


