
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
今 期 累 計 567 ,000円 

年 間 予 算 2,500,000円 

達 成 率 22.68 ％ 

 
 
 

・11/9   大東市小中学生弁論大会 14：00～ 

・11/13   社会奉仕委員会 情報集会 18：00～ 

・11/20   例会休会 

・11/29   第 2 回 ゴルフコンペ  

枚方カントリー倶楽部 

 

・12/7-8   地区大会  

・12/11   クリマス会 家族会 

・12/25   例会休会 

 

 

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 
 
 

◆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 30 年 11 月 6 日   No.2437   H30.10.30 (No.2436 の例会記録) 

大東ロータリー会長テーマ 

「もっと自由に、愛をこめて」 

◆ 出席報告（10 月 30 日分） 

会員数 39名 出席数 28名 欠席者 6名 

特定免除 5名 その他免除 0名 

出席率 82.35％ 

 

前々回 10月 2日 

ホームクラブの出席者 20名  62.50％ 

メークアップの結果 29名 

特定免除 8名  その他免除  0名 

欠席者 2名  修正出席率 93.55％ 

 

 
２０１８年～２０１９年度 

 
国際ロータリーのテーマ 

 
国際ロータリー会長  

 
バリー・ラシン 

今週の予定   （11 月 6 日） 
お知らせ 

創立 1967 年 12 月 26 日 
■会長 中嶋 啓文 
■幹事 木村 克己 
■広報委員長 森岡 信晶 
（会報） 

次週の予定   （11 月 13 日） 

先週の例会報告 

ニコニコ箱 

 
インスピレーションになろう 

 

「 雑 感 」 

ロータリー財団委員会 髙島  登 委員長 

「保育料無償化について」 
担当   社会奉仕委員会 中 恒夫 委員長 
ゲストスピーカー  
大東市福祉・子ども部子ども室 室長 鳥山 和郎 氏 

課長 栗田 英治 氏 



 

 

    

こんにちは。 

 先週の月曜日に交野ＲＣ『３５周年記念チャリ

ティゴルフコンペ』が、総勢 120 名の参加者を集

め行われました。『END POLIO NOW ポリオ撲滅』

と新しく編成されたＩＭ３組の親睦を目的に掲

げられ、実施されました。『END POLIO NOW』では、

多くの基金を集められておられました。当クラブ

からは１０名の参加をいただきありがとうござ

いました。朝早くのスタートで、会食や成績発表

まで２時間半ほどの時間を待ちましたが、そのかいがあり、大東ＲＣからは６名の

入賞者がありました。100 位に木村幹事、50 位に大西寛治会員、ベスト１０の 9 位

に大東会員、22 位の当日賞に柿木会員、28 位の実行委員長賞に田川エレクト、そし

て 14 位の交野ＲＣ会長賞には僕が入りました。何故 14 位かと言うと、本年度より

ＩＭ３組のクラブ数が１４クラブになったからと言うことでした。大東ＲＣは主要

な賞の６つをいただいた事になりました。 

幸運に恵まれた一日だったと思います。 

 当日は、山本ガバナーも懇親会から出席され、挨拶をされていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今日はおもしろい話を見たので、少しお話します。 

毎週金曜日の午後 7時 57 分からＮＨＫ総合テレビで放送されている「チコちゃんに

叱られる」と言う番組（再放送 土曜日 午前８時１５分）があるのですが、毎週

素朴な疑問をゲストに投げかけ、ゲストが答えられないと『ボーとしてるんじゃネ

ェよ！』と５才のチコちゃんが言うのです。先週の番組の中で『校長先生の話は何

故長いのか？』と言うのがありました。入学式、卒業式や始業式などいろんな場面

でお話をされるわけですが、「とにかく校長先生の話は長い」とみんながそう思って

いるそうであります。 

答えは、校長先生用のお話マニュアルがあるからと言うことでした。 

とにかく、トップに立つと良いお話をしなければいけないと思うそうで、いろいろ

考えますがなかなか思いつかない。僕も初めはそうでありました。 

ですから、マニュアルをそのまま丸暗記するそうです。だから途中で話を切れない

から長くなるそうです。そうならば、校長先生の話はどこの学校へ行っても内容は

同じで、しゃべり方が違うだけですね。 

 話は端的に短い方が好まれますので、今日はこれで終わります。 

中嶋 啓文 会長 会長の時間 



 

 

 

◎ニコニコ箱委員会                     森岡 信晶 委員長 

・入会記念日 自祝      森岡 信晶 君 

・結婚記念日 自祝      大東  弘 君 

・結婚記念日 自祝      松原 清一 君 

・樋口会員、いつも写真をありがとうございます  

交野 RC チャリティゴルフコンペ会長賞をいただきました  中嶋 啓文 君 

・交野 RC35 周年ゴルフコンペ 空門委員長、参加頂いた皆様、 

大変お疲れ様でした 感謝      木村 克己 君 

・樋口さん写真をありがとうございました    田川 和見 君 

・橋本会員、有難うございました     佐藤 多加志君 

・樋口さん写真をありがとう     岡本 日出士君 

・親睦会 秋の家族会欠席お詫び     松原 清一 君 

・第一回ゴルフコンペ 優勝させて頂きました 自祝  大東  弘 君 

・樋口会員写真をありがとうございます 感謝   大東  弘 君 

・メークアップ無       中  恒夫 君 

・木村会員、佐藤会員、情報交換ありがとうございました 感謝 橋本 正幸 君 

・橋本さん、ありがとうございます 感謝    中野 秀一 君 

・樋口会員、いつも写真有難うございます！ 感謝   東村 正剛 君 

・樋口会員、いつも写真をありがとうございます   間  紀夫 君 

・秋まつり、無事に終わりました     柿木  篤 君 

・先日の家族会では皆様お世話になりました 有難うございました 感謝  

本日申し訳ありませんが、早退させて頂きます   森脇 克弥 君 

・藤本さん 先日はお世話になり、ありがとうございました  

中野秀一さん無事コンペ終わりお世話になり、ありがとうございました  

森田 武雄 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

 

☆今週のお祝い ~ 10 月 入会記念~ ☆    

 

 

 

           

                             

 



 

 

 

第２回米山功労者 田川 和見 会員  第 1 回米山功労者 森岡 信晶 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

「 インターアクトクラブ活動（海外研修）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 浦木道史氏 

大阪桐蔭高校インターアクター 島田花菜さん、岡本莉苑さん 

    担当 インターアクト委員会 森田 武雄 委員長 

〇平素よりお世話になり、ありがとうございます。本日はこのような機会を与えてい

ただいて光栄に思います。インターアクト部会長の岡本、島田より海外研修の報告を

写真や動画を使いながら、させていただきます。途中お聞き苦しいところもあるかと

思いますが、最後まで聞いていただけたら幸いです。今週の３日には本校本館にて文

化祭があります。インターアクト部はあしなが育英会主催の募金活動を行う予定です。

お時間あれば本校文化祭にも足を運んでいただけたらと願います。本日はよろしくお

願いします。 

先週の卓話 

米山特別寄付感謝状贈呈者 



 

 

 まずははじめに４日間大変お世話になりました。海外研修を終えて私はたくさんの

ことを学び、たくさんの思い出が出来ました。 

８月２日の早朝に関西空港で集合し、そこでロータリアンの方のお言葉を頂き、お見

送りをしていただきました。約３時間のフライトで台湾に到着し、バスに乗って移動

しました。バスの雰囲気は日本のバスと違い、具体的に言うと運転席と座席の階が異

なったり、そして出入り口が二つあったりなど外装もカラフルでした。そのバスで高

美湿地へ行きました。そこには色々な種類のカニやムツゴロウがたくさんいました。

その遠くには風力発電がありました。すごく風情を感じる場所でした。その後はホテ

ルへと向かいました。ホテルに到着すると、決められた席に座わり、台湾の方のガバ

ナーさんのお言葉を頂いた後、各学校の方とお食事をしました。食事の後に、次の日

に交流会で発表する「花は咲く。」の合唱練習やフェアウェルパーティで踊る「ドラ

えもん音頭」の練習をして１日目が終了しました。 

８月３日の午前中に台中公園に行きました。台中公園には日本ではなかなか見ること

が出来ない白いハトたくさんいて、野生のリスも見ることが出来ました。そして孔子

様の像があり、日本人の名前が書いてある石碑があり、そして赤色の橋もありました。

中ではあちこちで瞑想をしている方もいました。（寝ているわけではありません。）そ

して最後にロータリアンの方と一緒に写真を撮ってもらいました。 

次に太陽餅博物館に行きました。赤レンガ建物で「安全堂」と呼ばれています。もと

もと薬屋さんとして使われていましたが、今は台湾土産で有名なパイナップルケーキ

や太陽餅が一番売れています。その後宮原眼科（下）に行きました。１９７２年台中

駅前に「宮原眼科（下）が開設されました。ところが終戦後、宮原医師は日本へ帰国

されたので全て閉鎖されてしまい、数十年間建物のみが残された状態のままでした。

その後、改装され、建物内はとても綺麗で図書館と間違えてしまいそうでした。この

中でアイスを頂き、眼科からこんなにきれいになるなんて想像もつかないぐらいです

ごく衝撃が走りました。そしてお昼に台中市立台中第一高級中等学校へ行きました。

たくさんのインターアクターの方に拍手で迎えていただきました。昼食をともにした

のですが、あまりコミュニケーションがとれず、ぎこちない雰囲気が流れ、お互いに

ぎこちなくなっていました。昼食後にお互いに文化紹介をしました。私たち大阪桐蔭

は、２月を任されていたのですが、すごく楽しんでもらえたので安心しました。 

その後、「じゃんけん列車」や「だるまさんが転んだ」などのレクレーションを通し

てお互いの雰囲気が和やかになり、昼ご飯の雰囲気と違ってかなり仲良くなりました。

そして町の清掃活動を一緒に行い、夕食を共にしました。夕食会場では各学校の歌や

ダンスなどの出し物があり、とても楽しく過ごすことが出来ました。交流会も終盤に

近づき、すごく別れ惜しいと思い始め、たくさんの写真を撮り、SNS の交換をするこ

とが出来ました。最後にありがとうの気持ちを込めて日本からのお土産を渡しました。 

８月４日は、八田與一ダムに行き、彼の偉業を感じる場所でした。つまり台湾のため



 

 

にやってきた素晴らしさを感じました。午後は地震博物館を訪れ、校舎の悲惨さ、地

震の恐ろしさを感じました。日本でも地震が相次いでいますので、他人ごとではない

と痛感した場所でした。その夜のフェアウェルパーティでは浴衣、甚平で交流をしま

した。全員で集合写真をとりました。 

最終日は、宝覚寺に行きました。宝覚寺には日本人遺骨安置所という戦前に台湾で亡

くなられた日本人の遺骨が入っている墓地で、約１万４千柱の遺骨があります。日本

とゆかりが深い場所と言われています。その隣には霊安故郷の碑があり、その碑石に

も元日本軍人の遺骨が入っています。なかには、タバコ好きな方がいらっしゃったと

ガイドさんから聞きました。その話を受けて、ＲＣの方が線香立てにタバコを立てて

いました。その光景がとても印象に残っています。お寺の奥には全身金色に輝く大き

な七福神の布袋様がありました。迫力があるのにも関わらず、優しい笑顔をしている

姿を見て心が和みました。その場所で集合写真を取りました。帰国後もその写真を見

るたびに、その情景が目に浮かび安堵します。本当に素晴らしい場所です。 

 こうして３泊４日という研修はたくさんのことを経験することが出来ました。英語

を使う大切さ、他国の方との交流の楽しさ、歴史や伝統、そして時間を上手に過ごす

方法、そして先入観を捨てて相手と接することの大切さなどここでは書き切ることが

出来ないくらい多くのことを学びました。本当にありがとうございました。 

 

〇彼らが述べたように今回も非常に良い機会が与えられたと感じております。特に台

湾の風土、人の優しさや温かさそして食べ物や文化のなじみやすさなど多くのことを

学ぶことが出来ました。とくに地震の跡地はとても印象に残っております。つまり巨

大地震がいつ起こってもおかしくない日本で、どこでも起こると言える世の中で、教

育者として一体どのような対策が必要になるのか考えさせられた場所でした。現に今

年６月の北海道の修学旅行中に大阪で地震がありました。９月の台風が来たタイミン

グで北海道地震がありました。そんな様々な災害が起こった時助け合いの精神を大事

にしてすぐに力を出せるインターアクト部でありたいと考えています。今後とも大東

ロータリークラブのみなさんのお力添えのもと活動して参りますので引き続きよろ

しくお願いいたします。 

 


