
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話   （5 月 16 日） 

次週の予定   （5 月 23 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 」 

ニコニコ箱 

国際ロータリー会長   ジョン・ジャーム 

平成 29 年 5 月 16 日   No.2377   H29.5. 9 (No.2376 の例会記録) 

◆ 出席報告（5月 9日分） 

会員数 40名 出席数 29名 欠席者 8名 

特定免除 3名 その他免除 0名 

出席率 78.38％ 
 

前々回 4月 18日分 

ホームクラブの出席者 31名  86.11％ 

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 1名  修正出席率 97.22％ 

「 働き方改善 」 
担当 池田 實 会員 

ｻﾝﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 代表 杉森 民博 氏 

 
 

・5/16  周年 臨時実行委員会 

・5/16  青少年奉仕委員会 情報集会 18：00～ 

・5/27  地区 青少年奉仕正副委員長会議・ 
ワークショップ 13:00～ 

・5/30  周年 役員会 例会前 11：00～ 
・5/30  周年 第 4 回実行委員会 例会終了後～ 
 
・6/4  ｲﾝﾀｰｱｸﾄ新入生歓迎会 9：30～ 

  

お知らせ 

後面に記載 

先月ＨＰ来場者数 

 
＜4 月度ＨＰ来場者数＞ 
           ページビュー 数   578 名 
              ユーザー 数  173 名 

「 青少年奉仕月間に因んで 」 

青少年奉仕委員会 中野 秀一 委員長 



 

 

 

皆さん今日は。 

先週は、ゴールデンウィークで例会がお休みであ

りました。皆さんはゴールデンウィークをどのよ

うにお過ごしでしたでしょうか？  

大東市では、毎年恒例の「のざき詣り」が行われま

して、大いに賑わっておりました。上方落語や東

海林太郎が歌った「野崎小唄」などで広く知られ

ておりますし、大川会員が作られた大東ＲＣソングにも歌われています。「のざき詣

り」とは、のざき観音「慈眼寺」の元禄時代より伝わる行事で、正しくは無縁経法

要といい、有縁、無縁のすべてのものに感謝のお経をささげる行事であるそうです。

期間中は野崎駅より、お寺までの参道に露店が並び参詣者(ｻﾝｹｲｼｬ)で賑わいます。

私は小さい頃から、「野崎の観音さん」といえば、ひよこ釣りを連想します。お正月

や、色んな露店の並ぶお祭りなどに出向いたことも有りますが、ひよこ釣りの露店

は「のざき詣り」以外では見たことがありませんでした。鳥ぎらいの私には、とう

てい楽しいとは思えないものであります。近年はひよこにカラースプレーで着色し

たり、またハムスター釣りまで有ったようですが、幸いにして動物愛護の観点化か

らかは解りませんが今年の露店には無かった様でしたので、何かホッとした思いに

なりました。 

5 月 5 日こどもの日、ご存知の方も沢山おられると思いますが、ロータリージャパン

のフェースブックから次の様な投稿が有りました。『今日は「子どもの日」ですね。

ＧＷの真っただ中、家族や友達と楽しい時間を過ごしていることと思います。子供

のための１日、世界にも目を向けてみると、例えば、安全な水が利用できずに、水

を介した病気にかかってしまう子ども、ポリオの脅威にさらされている子どもたち

がいます。ロータリーでは、ポリオ撲滅や母子の健康の重点分野を通じて、世界中

の子どもたちをサポートする活動を実施しています。母子の健康 毎年、５歳未満

で命を落とす子どもは、世界で推定 590 万人。その原因は、栄養失調、適切な医療

や衛生設備の欠如など、どれも予防が可能なものばかりです。予防可能な原因で母

と子どもが命を落とすことなどあってはならないと、私たちロータリー会員は考えます。 

すべての母子が質の高い医療を受けられるよう、そして、出産で命を落とす母親が

いなくなり、子どもがすくすくと成長できるように、私たちは支援活動を行ってい

ます。』とありました。 

私は、改めて自分たちが恵まれた環境にいること、そして、今後もロータリー会員

として奉仕活動を行う意義を感じました。

大東  弘 会長 
会長の時間 



 

 

 

 

1. クールビズについて 5 月 9 日～10 月末    ・・・・・・ 承認 

2. 塩釜東 RC との友好クラブ調印について 決算報告  ・・・・・・ 承認 

3. 50 周年について  

預金の資金移動 記念事業着手金   ・・・・・・ 承認 

 

 

 

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

・結婚記念日 自祝      藤本 和俊 君 

・塩釜東 RC 大東 RC 友好クラブ締結記念コンペで優勝 自祝 大東  弘 君 

・理事会欠席 申し訳ございませんでした    橋本 正幸 君 

・ゴールデンウィークヒマでした     中嶋 啓文 君 

・自治功労賞をいただきました 表彰    岡本 日出士君 

・家族会 欠席お詫び      木田 眞敏 君 

・理事会欠席 お詫び      小川 芳男 君 

・GOLF 同好会最後の最後までご迷惑をおかけ致しました  

次年度空門キャプテンにたくします    佐藤 多加志君 

・理事会の皆様、広い心での御審議をありがとうございました 木村 克己 君 

・谷中くん、西山くん、有り難うございました 感謝  東村 正剛 君 

・本日もニコニコへのご協力ありがとうございます   山田  伸 君 

・インターアクト新入生歓迎会宜しくお願い致します  中野 隆二 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

田川 和見 幹事 
理事会報告 

 

２０１７年度  インターアクト”新入生歓迎会”のご案内 

 

１：日  時 ２０１７年６月４日（日） ９:３０～１６:００ 

２：場  所 生駒山麓公園 野外活動センター        

 〒630-0243 奈良県生駒市俵口町 2088 番地       

TEL 0743-73-8880   

３：集合場所 近鉄奈良線 生駒駅中央改札出口 

４：活動内容 ・ハイキング      

     ・バーベキュー  

・オリエンテーリング 
 

※服装・持参物 ハイキングにふさわしい服装・靴 
タオル・軍手・水筒をご持参下さい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月のお誕生日花は、母の日ウィクリーと

いうことで、カーネションをメインにアレ

ンジ致しました。 

母の日の由来はアメリカの少女が母の命日

を制定するよう運動したことから始まり今

では世界的な「母の日感謝デー」となって

おります。 

5 月のお花 

 

２０１６～２０１７年度 
 

●第６回クラブ協議会（新旧合同）開催● 
 

5月９日（火）例会後、第６回クラブ協議会（新旧合同）が開催されました。 

 



 

 

 

 

 

「 薬物乱用防止への取り組みについて 」 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 小川 芳男 会員 

大阪府薬物乱用防止教育講師 大内 啓子 氏 
 

只今ご紹介いただきました薬物乱用防止教育講師の大内啓子と申します。 

本日は大東ロータリークラブ様の例会でお話しさせていただけることを大変光栄に

思っております。 

約30年前、国が本格的に薬物乱用防止に取り組み始めた時すぐに活動を始めました。 

将来の日本を必ず背負ってたつ大切な子供達を、薬物という恐ろしい薬から守るこ

との大切さを考え活動を開始いたしました。 

同じ薬剤師として小川先生からお声をかけていただき、大東ロータリークラブ様と

は市民まつりで啓発活動をご一緒させていただき、また警察のキャラバンカーへの

寄贈など沢山のご支援をしてくださっています。 

一昨年、大東市地域保健課の課長様のコーディネートのもと佐藤様と木村様にお会

いすることが出来、ご支援を受ける事が出来るようになり、昨年の市民まつりに沢

山の啓発グッズを寄贈してくださいました。 

 私たち指導員は完全ボランティアで手弁当で活動をしておりますので、今日お配

りしているパンフレットや後ほど見ていただきたい薬物の標本は、平成 16 年よりご

支援いただいている大東中央ロータリークラブ様より寄贈していただいている啓発

物品です。毎年大東市立の小・中学校で行っております薬物乱用防止教室の１時間

の授業で配布しております。 

前置きが長くなりましたが、薬物は何故いけないのかといいますと 

① 脳をおかされ身も心もダメになります。 

② 自分の意志ではやめられなくなります。更に量が次第に増えます。 

③ 乱用すると凶悪な事件を起こす様になります。 

④ 友人や家族を失ってしまいます。 

この経過を必ず通ります。 

日本での薬物乱用問題の特徴をあげてみますと 

先週の卓話 



 

 

① 日本で乱用される薬物の殆んどが覚せい剤である事。 

② 覚せい剤は再犯率が最も高いこと。 

③ 大麻の乱用は若者に多いこと。(約 5割が未成年～20 歳代) 

④ 向精神薬の乱用。 

⑤ 危険ドラッグの乱用。 

以上のような特徴が挙げられます。 

ここで、日本で多いといわれる覚せい剤の恐ろしさをＤＶＤで見ていただきます。 

非常にショッキングな映像です。 

  ～ ＴＲＡＰ  ｢ 罠 ｣ ～ 

いかがでしたか、このＤＶＤは数年前から中学校の薬物乱用防止教室で使用しています。 

喫煙の低年齢化が進む中一方では禁煙に取り組む所が随分増えてきました。大麻で

検挙された人の 90％以上が喫煙者であると云うデーターがありますので小学生には

タバコの害、中学生には薬物の恐ろしさについて、平成 16 年から大東市の全小・中

学校で毎年 1時間の授業をしています。 

薬物乱用撲滅運動は一人の力や一つの団体だけでは何の力にもなりません。 

これからの日本を確実に背負ってたつ子供たちのために、今後共お力添えください

ますことを願い、今日大東ロータリークラブ様の例会でお話しできましたことに感

謝し終わらせていただきます。 

本日はありがとうございました。 

                       

 

２０１７～２０１８年度 
 

●第２回クラブ協議会開催● 
 

５月９日（火）６：００～まんま家に於いて、第2回クラブ協議会が開催されました。 

次回は６月 27（火）例会後を予定しております。 


