
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話   （5 月 23 日） 

次週の予定   （5 月 30 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 23 日   No.2378   H29.5.16 (No.2377 の例会記録) 

◆ 出席報告（5月 16 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 25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 

 
 

・5/27  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～ 
 
・6/3   地区 会員増強セミナー 14：00～ 
・6/4   インターアクト新入生歓迎会 9：30～ 
          合同会議 16：00～ 
・6/5   市民まつり 総会 19：00～ 
・6/10-14  国際大会 アトランタ 
 

  

お知らせ 

後面に記載 

「  雑 感  」 

山田 伸 会員 



 

 

 

皆さん今日は。 

五月は青少年奉仕月間であり、ロータリーは長年、

クラブ奉仕・職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕の「４

大奉仕部門」とされておりましたが、2010 年の規

定審議会で、「大五奉仕部門、青少年奉仕を加える

件」が「青少年」を「新世代」に修正して採択され

ました。 

そして 2013 年の規定審議会で「新世代」から「青少年」に名称が戻り現在に至って

おります。今日は中野秀一青少年奉仕委員長の卓話、そして夜には情報集会と青少

年奉仕に因んだ一日となります、中野委員長宜しくお願いします。 

さて、この１４日の日曜日は母の日でありました、 母の日とは、アメリカの南北

戦争中にウェストバージニア州で、「母の仕事の日」と称して、敵味方問わず負傷兵

の衛生状態を改善するために地域の女性を結束させ活動した、アン・ジャービスの

死後 2 年経った 1907 年 5 月 12 日、その娘のアンナは、亡き母親を偲び、母が日曜

学校の教師をしていた教会で記念会をもち、白いカーネーションを贈ったのが始ま

りであり、日本やアメリカでの母の日の起源とされるそうです。そして、1914 年に

「母の日」はアメリカの記念日になり、５月の第２日曜日と定められました。日本

でも 1949 年（昭和 24 年）ごろからアメリカに倣って５月の第２日曜日に行われる

ようになったとされています。なお、あまり知られていませんが、5月 5日のこども

の日は、国民の祝日に関する法律第 2 条・祝日の定義によると「こどもの人格を重

んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」と記載されています。 

「母の日」その起源は世界中で様々であり日付も２月第２日曜日、ノルウェーから

始まり１２月２２日のインドネシアまで様々であります。そんな中で、５月の第２

日曜日には、日本・アメリカ・中国・ドイツ・オーストラリアを始め３０か国が「母

の日」でありました。ちなみにそんな日にミサイルを発射した北朝鮮の「母の日」

は１１月１６日であるそうです。 

これからの世界平和を願って、会長の時間とします。 

 

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      木田 眞敏 君 

・入会記念日 自祝      空門 満也 君 

・入会記念日 自祝      森田 武雄 君 

・結婚記念日 自祝      杉原 巨峰 君 

・例会出席ありがとうございます 感謝    大東  弘 君 

・中嶋さん ありがとうございました 感謝   橋本 正幸 君 

・50 周年臨時実行委員会欠席しました    中嶋 啓文 君 

・連休に奥志賀高原で孫達と雪遊びをしてきました  

今年は 2ｍ近くの積雪で楽しんで来ました 感謝   福富 經昌 君 

・中野隆二会員ありがとうございました 感謝   中  恒夫 君 

・例会、クラブ協議会欠席 お詫び 間会員ありがとうございました  

杉原 巨峰 君 

・木村会員 24 時間宜しく！！     佐藤 多加志君 

・次年度第 2回クラブ協議会 2 次会欠席お詫び   木村 克己 君 

・次年度会長、幹事 たいへんお世話になりました 

本日の卓話と情報集会、皆様よろしくお願い致します  中野 秀一 君 

・グアムに研修旅行 行ってきました    東村 正剛 君 

・本日もニコニコのご協力ありがとうございました   山田  伸 君 

・東村さん、西山君お世話になりました 感謝   中野 隆二 君 

・早退 お詫び       柿木  篤 君 

・東村さん、中野さんお世話になりありがとうございました 感謝 西山 潤一 君 

委員会報告 



 

 

 

 

 

 

 

「 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 

 

第一部   青少年奉仕について 

青少年奉仕とは 

奉仕の第五部門である青少年奉仕は、指導力養成活動、社会奉仕プロジェクトおよ

び国際奉仕プロジェクトへの参加、世界平和と異文化の理解を深め育む交換プログ

ラムを通じて、青少年ならびに若者によって、好ましい変化がもたらされることを

認識するものである。（ロータリーの心と実践より抜粋） 

青少年奉仕プログラム 

ＲＩ常設プログラムには､インターアクト､ローターアクト､ロータリー青少年指導

者養成プログラム､ロータリー青少年交換があります｡年齢３０歳までの多数の青少

年が､将来リーダーとなるために必要なスキルを身につけようと､ロータリーのプロ

グラムに参加しています｡青少年プログラムの参加者は､地域のプロジェクトや指導

力開発の研修､文化交流などに参加することによって､自分自身と世界について発見

することができます｡そのほか､ロータリアンを模範として､倫理､奉仕､親睦の理念

についても学べます｡ 

 

大東ロータリークラブの本年度の青少年奉仕活動内容 

第３７回大東ＲＣ旗争奪少年野球大会 

本年度実施日 開会式 H28.9.4 閉会式 H28.9.24 

優勝：オール住道 

 

先週の卓話 



 

 

第１１回大東市小中学生弁論大会 

１１月１１日、サーティホールに於きまして「心をことばに～伝えたい気持ち～」

をテーマに、小学校６年生１，０８０名、中学生２，６３４名の中から選ばれた

１０名の「弁論」と、小学校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。 

 

≪小学生の部≫ 

市長賞     住道南小学校 ６年 早瀬 咲奈 「友達の存在」 

市議会議長賞  泉小学校   ６年 藤本 咲太 「ぼくの大好きな町」 

大東ＲＣ会長賞 四条北小学校 ６年 川原 葉月 

 「わたしたちの町 大東市のために、わたしたちにできること」 

三箇小学校  ６年 木村 真実 「私達の未来」 

教育長賞    氷野小学校  ６年 竹平 琴美 「平和」 

 

≪中学生の部≫ 

市長賞     住道中学校  ２年 三浦 絵里菜 「心のバリアフリー」 

市議会議長賞  住道中学校  １年 角田 帆香 「いじめのない笑顔あふれる世界に」 

大東ＲＣ会長賞 南郷中学校  ２年 笹田 昌矢  「未来に向けて大切にしたいこと」 

大東中学校  ３年 徳平 萌々香 「あなたには「夢」がありますか？」 

教育長賞    北条中学校  ３年 猪下 梨花  「心をことばに～伝えたい気持ち」 

 

大東市制施行６０周年記念スポーツイベント「だいとう河内街道マラソン」 への協賛 

大会実施日 H28.11.13 

 

第二部 

雑感 

 

第三部 

西山潤一会員による三分間スピーチ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 月 16 日（火）まんま家於、青少年奉仕委員会の情報集会が開催されました。 

 

2017～2018 年度  インターアクト”海外研修”のご案内 

 

 研修期間 ２０１７年８月３日（木）～８月６日（日） 現地３泊 

 研 修 先 国際ロータリー第 3450 地区（香港・マカオ） 

旅行費用 一人当たりおよそ １５０，０００円（旅行保険代９，３２０円を含む） 

 

オリエンテーション（事前説明会） 

と き：２０１７年７月１５日（土） １４：００～１５：３０ 

ところ：四天王寺高等学校・中学校 

 

※クラブ内締切は５月 23 日です。 

 

平成 29 年 5 月 16 日（火）午前 11：45～ 大東市民会館 ４階大会議室に於いて、

大東ＲＣ創立５０周年 臨時実行委員会が開催されました。 

次回第 4回実行委員会は 5月 30 日（火）例会後を予定しております。 
 

大東ＲＣ創立５０周年 臨時実行委員会 開催 


