
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

累        計 333,000 円 

年 間 予 算 2,300,000 円 

達 成 率 14.47％ 

 

 

・8/27  クラブ青少年奉仕合同委員会会議 

     大阪 YMCA  13:30-16:30 

・8/30   第１回インターアクト合同会議 16:30- 

・9/3    ロータリー財団セミナー 

     大阪 YMCA  13:30-16:30 

・9/13  ガバナー補佐訪問/ピアノ贈呈式（大東市へ） 

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？ 
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令和 4 年 8 月 23 日発行   No.2583 2022.8.9（No.2582）の例会記録 
 
 

  大東ロータリー会長テーマ 

 「多様性溢れる個性を尊重し、 
協調しながら未来へ」 

◆ 出席報告（8月 9日分） 

会員数 37名 出席数 27名 欠席者 4名 

特定免除 6名 その他免除 0名 

出席率 87.10％ 

 

前々回 7月 26日分 

会員数 37名 出席数 22名 欠席者 7名 

特定免除 8名 その他免除 0名 

出席率 75.86％ 

 

後面に記載 

     
「憲法改正について」 

岸沢 重和 会員 
 
        
       

 
２０２２年～２０２３年度 

 
国際ロータリーのテーマ 

 
国際ロータリー会長  

 
  ジェニファー・ジョーンズ 

今週の予定   （8月 23日） 
お知らせ 

創立 1967年 12月 26日 
■会長 中野 秀一 
■幹事 杉原 巨峰 
■広報委員長 岡井 康弘 
（会報） 

次週の予定   （8月 30日） 

先週の例会報告 

ニコニコ箱 

 

イマジン ロータリー 

 

   
「断熱塗料について」 

中崎 諭 会員 
 



 

 

             
 
本日もコロナ第七波が中々収束しない中、大勢のメンバー 
の皆様に例会にご参加いただき誠に有難うございます。 
本日は田川会員によります卓話でございますが、大王製紙 
株式会社 経営企画部サスティナビリティ推進部の飯島部 
長様はじめ、旗手課長様、濱田様にゲストスピーカーとし 
てご来訪頂き、心から感謝申し上げます。 
さて本日は長崎平和の日であります。１９４５年８月９日の午前１１時２分、ア 
メリカ軍のＢ２９爆撃機により長崎に原子爆弾が投下されましたが、同年３日前 
の８月６日に広島に投下された原子爆弾よりも約１．５倍の威力があったとされ 
ており、爆発した火の玉の温度は約 8000 度以上、地面の温度は爆心地で 3000～ 
4000 度にもなり、１５万人以上の死傷者が出たといわれております。 
先の大戦において、このような悲惨な戦火にあわれた多くの方々に対して、改め 
て一国民として心から哀悼の意を表する次第です。 
先の世界大戦の最中において、ロータリーは「安定した平和な世界の実現」に向 
けた方法を模索していました。1940 年に開催された国際大会の出席者らは、「ロ 
ータリーは世界的紛争の渦中にある」という声明を採択し、「誓いの言葉が持つ自 
由、正義、真実、尊厳、そして人権の尊重がない世界では、ロータリーは存在す 
ることはおろか、その理想を広めることすらできない」と訴えたそうです。その 
後、ロータリーは 1945 年の国際連合の設立にも大きくかかわっています。 
国際ロータリーは、カリフォルニア州で開催された「国際機構に関する連合国会 
議」（通称「サンフランシスコ会議」）の米国代表団の顧問機関として招聘された 
42 団体の一つでした。この会議には、世界各地から多くのロータリー会員や名誉 
会員が自国の代表団のメンバーや顧問としても出席していました。ロータリーと 
国際連合は今も、持続的な変化を生み出し、国際関係の強化、生活と地域社会の 
改善、より平和な世界の創出につなげようと尽力しています。 
しかし、このような地道な活動がなされているにもかかわらず、現在、ロシアに 
よるウクライナ侵攻は収まる気配が見られず、また中国による南シナ海周辺国へ 
の威圧的な勢力の拡大や、北朝鮮によるミサイル発射実験が頻発するなど、東西 
冷戦終結後の東アジアの平和と安定が再び脅かされ、第三次世界大戦にも繋がり 
かねない危機的な状況が世界中に暗い影を落としているのが現実であります。 
本日は夕方より、クラブ奉仕の情報集会が三年ぶりに開催される事になっており 
ます。新型コロナの感染状況が収束していない状況下ではありますが、感染防止 
対策を行いながら皆様と「クラブ奉仕」についてや「世界平和への貢献に」つい 
て意見交換しながら、親睦を深め友情を育む場にしたいと思っております。 
「持続可能な魅力あるクラブを目指して！」参る為に、本日の例会も皆様との友 

会長の時間 会長 中野 秀一 
 
 
 
 



 

 

情を深める有意義な例会となります事を祈念申し上げ本日の会長の時間とさせて 
いただきます。 
 
 
 
 
 
＜理事会報告＞ 
決議事項 
8 月 9 日第 2 回定例理事会が開催され以下の議案が承認されました。 
1.  2021-2022 年度の決算の件            ・・・・・・承認 
2.  2022-2023年度の予算案の件         ・・・・・・承認 
3.  市民まつり開催中止に伴う協賛金取り下げの件  ・・・・・・承認 

4.  大東ロータリー旗争奪少年野球大会協賛金 

並びに日時の件                ・・・・・・承認 
5.   北条子ども園に対する遊具寄贈の 

贈呈式の日程等の件                  ・・・・・・承認 
6.  秋の家族会 熊本行程の件              ・・・・・・承認 

7.   池田会員 お見舞い金の件      ・・・・・・承認 

8.   塩釜東 RC 友好クラブ延長の件   ・・・・・・承認 
 
 
 
◎ニコニコ箱委員会                   委員長 中崎 諭 
 
・誕生日  自祝      田川 和見 君 
・本日は丸１日ロータリーです。皆様よろしくお願い致します 中野 秀一 君 
・多数の例会出席ありがとうございます。本日は終日宜しくお願い致します。 
                             杉原 巨峰 君 
・中野隆二さん、お世話になりありがとうございました    大東  弘 君 
・会員増強、御支援宜しくお願いします           佐藤多加志 君 
・無事帰還 健康第一です     東村 正剛 君 
・昨日４回目の予防接種を受けてきました。岡井さん、ありがとうございました 
                             中嶋 啓文 君 
・健康に感謝！熱中症、風邪、コロナ等ご注意下さい     空門 満也 君 
・中野剛さんお世話になります。宜しくお願いします     間  紀夫 君 

委員会報告 

幹事報告 幹事 杉原 巨峰 
 
 
 
 



 

 

・情報集会参加できず申し訳ありません           岡井 康弘 君 
・佐藤さん先日も大変ありがとうございました。また、よろしくお願いします。  
                             生駒 智人 君 
・本日も宜しくお願いします            中野  剛 君 
・本日もコロナウイルスに負けないあたたかいニコニコ箱へのご協力に感謝 
                             中崎  諭 君 
 

       
 

      
 
            「環境問題について」 

                                  田川 和見 会員 
ゲストスピーカー 大王製紙㈱ 経営企画本部部長 飯島 恵一 様 

                              課長 旗手 太一 様 
                                 担当 濱田 紗月 様 
       
 
 
 
 
 
 
       

大王製紙株式会社の飯島様に卓話をしていただきました。 
 
 
 
 
 
                 第６回 創立５５周年実行委員会 開催 
 
 ２０２２年８月９日（火）例会後、大東市民会館４階大会議室に於いて、 
 創立５５周年実行委員会が開催されました 
 
   

先週の卓話   



 

 

 
 

  ８月の誕生日花は、夏のトロピカル風でエネルギッシ 
ュにアレンジ致しました。夏と言えば、暑い日差しに力 
強く咲くヒマワリ。本日は多種あるヒマワリの中で“ゴ 
ッホのヒマワリ”品種改良で生まれた絵画に描かれてい 
るヒマワリになります。クラゲの様な赤い花はピンクッ 
ション、パイナップルも一層夏の雰囲気を引き立ててく 
れる花材となっています。今月は、ヒマワリの花言葉に 
もある様に情熱的な田川会員お一人がお誕生日という 
事です。お誕生日おめでとうございます。 
 
花言葉 
・ヒマワリ…「あなただけを見つめる」「情熱」 
・ピンクッション…「どこでも成功を」 
・パイナップル…「完全無欠」「満足」 
 
 
    2022 年８月９日（火）まんま家にて、クラブ奉仕情報集会が開催されました。 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

8 月のバースデーフラワー 


