
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今 期 累 計 1,444,000円 

年 間 予 算 2,500,000円 

達 成 率 57.76 ％ 

 
 
 

・3/14   第 3 回ゴルフコンペ 交野カントリークラブ 

・3/23  IM3 組 ロータリーデー 12：30～ 

・3/25  IAC 合同会議、懇親会 17:00～ 

・3/26   例会休会 

・3/29  寝屋川ロータリークラブ 50 周年式典 

 

・4/2   春の家族会 

・4/10  2RC 合同例会 ホスト：大東中央 RC 

・4/13  2019-20 地区研修・協議会 

・4/16   例会休会 

・4/18  門真ロータリークラブ 50 周年式典 

・4/30   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 31 年 3 月 12 日   No.2449   H31.3.5 (No.2448 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」 

 
２０１８年～２０１９年度 

 
国際ロータリーのテーマ 

後面に記載 

 
国際ロータリー会長  

 
バリー・ラシン 

今週の予定   （3 月 12 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 森脇 克弥 
（会報） 

次週の予定   （3 月 19 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 

 

「 新入会員 経歴発表 」  

樋本 有伸 会員 
生駒 智人 会員 

◆ 出席報告（3月 5日分） 

会員数 39名 出席数 35名 欠席者 2名 

特定免除 2名 その他免除 0名 

出席率 94.59％ 

 

前々回 2月 5日 

ホームクラブの出席者 34名  91.89％ 

メークアップの結果 35名 

特定免除 2名  その他免除  0名 

欠席者 2名  修正出席率 94.59％ 

「 今年の阪神タイガースについて 」 
ゲストスピーカー  

元阪神タイガース監督 藤田 平 氏 
担当 西條 義昭 会員 



 

 

    
 

こんにちは。 

今日は会場がキラリエホールになりました。この

ホールになると、会場設営費が７倍になってしま

いますので親睦委員会の皆さんに設営をしてい

ただきました。ご足労をおかけしました。ありが

とうございました。 

３月に入り、一雨毎に暖かくなっていくと思われ

ますが、寒かったり暖かかったりと極端な三寒四

温が続き、体がついていけないこの頃です。庭の木々は、寒椿から梅が満開の時期

となりました。 

 ３月といえば、雛祭りです。雛祭りは日本において、女子の健やかな成長を祈る

節句の年中行事です。今年は日曜日でしたので、家族団らんでお祝いをされたこと

と思います。では、何故「雛祭り」が祝日ではないのでしょう。 

その理由を調べました。 

 江戸時代には雛祭りは「五節句」の一つとして祝日であったとされます。 

五節句の「節」は、季節の変わり目という意味があり、「節句」は五穀抱擁、無病息

災、子孫繁栄を祝い、神様へ供え物をしたり、邪気を祓ったりする行事のことを言

います。「節句」は「節供」とも言われます。 

五節句とは、 人日（じんじつ） １月７日  七草の節句 

       上日（じょうし） ３月３日  桃の節句、雛祭り 

       端午（たんご）  ５月５日  菖蒲の節句 

       七夕（しちせき） ７月７日  七夕（たなばた） 

       重陽（ちょうよう）９月９日  菊の節句 

この日には、日本の宮廷において節会（せちえ）と呼ばれる宴会が開かれていた。  

参考：今日では「おせち料理」として残っている。 

この５節句を江戸時代に幕府が公的な行事・祝日として定めたことにより、庶民に

広がって行ったとされている。 

 1987 年（明治６年）の新暦採用（明治５年旧 12 月３日を明治６年１月１日）によ

って五節句の祝日が廃止（１月４日）され、その年の 10 月 14 日に新たな祝日が制

定されるのですが、制定された祝日は「皇室の祝日」色が強くなった。 

その祝日は、元始祭（1月 3日）新年宴会（1月 5日）孝明天皇祭（1月 30 日）紀元

節（2月 11 日）神武天皇祭（4月 3日）神嘗祭（9月 17 日）天長節（11 月 3 日）新

嘗祭（11 月 23 日）の８日だったが、明治１１年に、春季皇霊祭（春分の日）と秋季

皇霊祭（秋分の日）が追加されて１０日となった。 

これを見て判るように、皇室の行事の日が祝日になっていました。 

会長 中嶋 啓文 
会長の時間 



 

 

 

＜理事会報告＞ 

決議事項 

1. 春の家族会の件            ・・・・承認 

2. 門真 RC50 周年、寝屋川 RC５０周年の御祝金拠出について 

                     ・・・・承認 

 

 

 

 

 

 

◎ニコニコ箱委員会                     委員長 西山 潤一 

・誕生日 自祝       福富 經昌 君 

・誕生日 自祝       橋本 正幸 君 

・結婚記念日 自祝 （2月）     上田 陽造 君 

・入会記念日 自祝 （1月）     松原 清一 君 

・親睦委員会の皆さん会場設営して頂きありがとうございます 中嶋 啓文 君 

・海外へ行って来ました      木村 克己 君 

・佐藤さん、木村さん、松原さんいろいろありがとう！  田川 和見 君 

・会社新年度 29 期を迎えました     佐藤 多加志君 

・花粉シーズン到来、皆さん気を付けましょう   大東  弘 君 

・メークアップ無 お詫び      松原 清一 君 

・松原さん、橋本さん、佐藤さん、木村さん、ありがとうございました 感謝 

                    東村 正剛 君 

・息子が無事卒団できました 感謝      間  紀夫 君 

・谷中会員、人材研修セミナーありがとうございました 感謝 中野 隆二 君 

・春の家族会、多数のご参加よろしくお願いします   柿木  篤 君 

・前回例会欠席、もうしわけございません  

親睦委員会懇親会欠席もうしわけございません   森田 武雄 君 

・東村先輩お世話になりました 感謝    生駒 智人 君 

・メークアップ無 お詫び      岸沢 重和 君 

・中野隆二さんお世話になっております    西山 潤一 君 

 

 

 

 

 

委員会報告 

幹 事 報 告 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎国際奉仕委員会        委員長 杉原 巨峰 

今月号（3月号）ロータリーの友 P10 に「水と衛生月間」、-世界中に安全な水を-特集

としまして、当クラブの「ミャンマーに雨水貯水タンクを設置」が掲載されました。

是非ご一読ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区より森田会員、中崎会員に 

インターアクト地区委員会の委嘱状が届きました 

  
今月のお誕生日花は、3 月ということで卒業、

送別シーズンに因んだ春の花で、アレンジ致し

ました。 
ガーベラ、スイトピー、チューリップ、春の花が、

心なごむ季節を運んでくれています。 
お誕生日おめでとうございます。 
 
花言葉 
ガーベラ    ― 希望 
チューリップ   ― 望みなき愛、思いやり 
スィートピー  ― 想い出、門出 

3 月のお花 



 

 

✾✾春の家族会のご案内✾✾ 

   

日 時  平成３１年 ４月 ２日火曜日 
 行 先  京 都 

 
【見 学】三菱電機 京都製作所 
エネディアハウス               交通管制センター導入機器展示 

   
 

【食 事】美濃吉 竹茂楼 

     
 

【散 策】琵琶湖疏水          【見 学】京都迎賓館                 

    
 
多数のご参加宜しくお願い致します。 



 

 

◎青少年奉仕委員会        委員長 空門 満也 

国際ロータリー第 2660 地区青少年奉仕活動「春の RYLA セミナー」が 4月 27 日（土）

から 29 日（月・祝）の 2 泊 3 日で本日配布させていただいていますチラシの要領で

開催されます。 

 18～30 歳までの会員のご子息・ご息女・社員様・クラブ推薦の青少年が対象になっ

ております。募集の終了は 3 月 31 日もしくは定員になり次第となります。ご参加・

ご登録の程宜しく願いいたします 

 

◇2018〜2019 年度第 2660 地区 第 3 組 ロータリーデーのご案内◇ 
 

⽇時︓２０１９年３⽉２３⽇(土) 受付開始︓１１︓４５〜 
式典・シンポジウム︓１２︓３０〜１６︓００ 
懇親会 ︓１６︓１５〜１７︓３０ 
   ※懇親会会費は別途お一人 1,000 円を当⽇ご負担 
場 所︓太閤園 

「ダイヤモンドホール」及び「ゴールデンホール」 
基調講演 1︓「淀川の歴史と⽔害への備えについて」 
基調講演 2︓「⽔害を踏まえた BCP（事業継続計画）」 
基調講演 3︓「⽔の路 淀川舟運の取り組み」 
ホスト︓⼤阪東ロータリークラブ 

 



 

 

 

 

「 食生活の見直しと健康食品について 」 

 

 

 

 

 

 

 

 

福富 經昌 会員 

食生活の見直し 

健康寿命を延ばしましょう、その為には・・・・ 
 

＊食生活改善の 10 カ条 

 ①よく噛んで食べましょう。 

 ②１日 3食、規則正しい食事をしましょう。 

 ③どか食いは肥満の原因です。 

 ④早食い、ながら食いは止めましょう。 

 ⑤食器をひとまわり小さくしましょう。 

 ⑥野菜を先に食べましょう。 

 ⑦腹八分目を意識しましょう。 

 ⑧目に触れる所に食べ物を置かないようにしましょう。 

 ⑨間食は時間と量を決めましょう。 

 ⑩外食の時は単品よりも定食を選びましょう。 
 

＊癌を予防する為の新 12 カ条 

（国立がん研究センターがん予防・検診研究センターまとめ） 

 １．たばこを吸わない 

 ２．他人のたばこの煙を避ける 

 ３．お酒はほどほどに 

 ４．バランスのとれた食生活を 

 ５．塩辛い食品は控えめに 

 ６．野菜や果物は豊富に 

 ７．適度に運動 

先週の卓話 



 

 

 ８．適切な体重維持 

 ９．ウイルスや細菌の感染予防と治療 

 10．定期的ながん検診を 

 11．身体の異常に気がついたら、すぐに受診を 

 12．正しいがん情報で、がんを知ることから 
 

健康食品 

飛びつく前に、よく考えよう！ 

 １．天然・自然の素材だから安全・安心！？ 

 ２．健康食品で病気が治る！？ 

 ３．体験談がこんなにたくさん！？ 

 ４．「専門家」「有名人」が言っているから安心！？ 

 ５．有効成分が入っているから効果がある製品？ 

 ６．動物実験で効果を実証？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2018～2019 年度 第 9回 クラブ戦略委員会 開催 
 
 
 

3 月 5 日(火) 例会後、大東市民会館キラリエホー

ルに於いて、2018-19 年度 第 9 回 クラブ戦略委

員会が開催されました。  


