
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累        計 484,000円 

年 間 予 算 2,300,000円 

達 成 率 21.04％ 

 

 

・9/13  例会 ガバナー補佐訪問/ピアノ贈呈式（大東市へ） 

・9/17  クラブ国際・社会奉仕合同委員会会議 

     大阪 YMCA 14:00-16:30 

・9/18  2022-23年度米山奨学生レクリエーション 

     宝塚歌劇団 観劇 12:30～ 

・9/23  野球大会 閉会式 南郷公園 

・9/27  例会 ガバナー公式訪問 

・9/28  塩釜東 RCへ訪問（会長・幹事） 

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 

令和 4 年９月 13 日発行   No.2586 2022.9.6（No.2585）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（9月 6日分） 

会員数 37名 出席数 28名 欠席者 3名 

特定免除 6名 その他免除 0名 

出席率 90.32％ 

 

前々回 8月 30日分 

会員数 37名 出席数 27名 欠席者 3名 

特定免除 7名 その他免除 0名 

出席率 90.00％ 

 

後面に記載 

     

ガバナー公式訪問 

          宮里 唯子 ガバナー 

        

      「未定」 

 
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   （９月 13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   （９月 27日） 

先週の例会報告 

ニコニコ箱 

 

イマジン ロータリー 

 

  

「大東インターアクト創立記念に因んで」 

生駒 智人ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員長 

 

 



 

 

             

 

皆さんこんにちは。本日も例会にご参加いただき誠に有 

難うございます。さて、今月は「基本的教育と識字率向 

上」月間となっています。世界でも有数の義務教育制度 

が確立した現代日本ではあるのですが、識字率は 100％ 

では無いそうです。ユニセフの統計である「世界子供白 

書」においては日本の識字率調査は行われておりません 

が、実は戦中・戦後に学校に通う事の出来ない子供時代を過ごした世代の識字率 

が若干低いため 100％では無いという事だそうです。一方で現代においても令和 

２年度の小学校就学率が 99.96％である事が文部科学省の統計調査で分かってい 

ますが、小学校に通っていないからといって、文字の読み書きが出来ない非識字 

者な訳でもありません。ユネスコによりますと、世界には約７億７５００万人の 

非識字者がいるそうですが、ちなみに日本のランキングは識字率 99.0％で２８位 

となっています。識字率が低い国としてはアフリカ地域を筆頭に発展途上国の農 

村部や貧困地域が挙げられますが、こういった国・地域には教育を受ける学校が 

ありません。アジアにおいてもまだまだ農村部や貧困地域といったところで学校 

に通えない子供たちがいるのですが、当クラブも２０１６年にスワンシーＲＣと 

のＷＣＳで事業総額３７０００㌦に及ぶ台湾中部の南投県原住民への識字率向上 

ＰＪを行ったことがございます。 

今尚、ロシアのウクライナ侵攻による戦禍が収まる気配が見えませんが、ウクラ 

イナの子供たちを取り巻く教育環境が国家の将来に大きな痛手となってくるので 

はないかと思わざるを得ません。 

先週の例会卓話においては、岸沢会員に日本国憲法について貴重なお話をしてい 

ただきました。平和な国に生まれた事に我々は感謝するとともに、これからも我 

が国の平和と安全を守っていくためにも、近隣諸国の動向に注意を払い、政治へ 

の関心を深め、憲法改正についても国民全体で取り組んでいかなければならない 

のではないかと思う所です。 

個性豊かな皆様と共に「協調しながら未来」へ共に歩んでまいるためにも、世界 

平和の実現に向けてロータリーとして、ロータリアンとして出来る人道支援・国 

際奉仕について改めて考え、実行に移していく必要があると思っております。 

本日の例会も皆様との友情が深まり、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。 

 

 

 

 

会長の時間 
会長 中野 秀一 

 

 

 

 



 

 

 

 

＜理事会報告＞ 

決議事項 

9 月 6 日第 3 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.  秋の家族会予算について             ・・・・・・承認 

2.  塩釜東 RC との友好クラブ協定書について        ・・・・・・承認 

3.  出前授業について       ・・・・・・承認 

報告事項 

 ・バッジ募金                

・ 2022 年８月青森県豪雨災害について     

・大型遊具の寄付受領書 

 

 

 

 

◎ニコニコ箱委員会                   委員長 中崎 諭 

・誕生日 自祝                     大東  弘 君 

・誕生日 自祝       中  恒夫 君 

・誕生日 自祝       東村 正剛 君 

・誕生日 自祝       岸沢 重和 君 

・少年野球大会が無事に開幕できました。中野隆二会員、ありがとうございまし 

た。        中野 秀一 君 

・大東ロータリークラブ旗杯争奪少年軟式野球大会、開会式、中野隆二委員長、 

 中崎副委員長、ありがとうございました。中野会長、すばらしい始球式でした。 

         杉原 巨峰 君 

・秋祭りで、大阪桐蔭高校吹奏楽部と自治会役員とコラボします大西 寛治 君 

・ご迷惑をお掛けしています     橋本 正幸 君 

・会員増強、くじけません！！     佐藤多加志 君 

・中崎会員、色々とありがとうございました   東村 正剛 君 

・創立５５周年式典まで、あと３か月となりました  中嶋 啓文 君 

・暑い８月も終わり、少し過ごしやすい９月になりました。皆様、本日もよろし 

くお願い致します        空門 満也 君 

・西山キャプテン、ゴルフ欠席申し訳ありません  間  紀夫 君 

・中野会長、先日も大変お世話になりありがとうございました 中野 隆二 君 

・花園ラグビー場第一グラウンド最高です！   柿木  篤 君 

委員会報告 

幹事報告 幹事 杉原 巨峰 

 

 

 

 



 

 

・69 歳山下達郎ライブ感動した。皆様、明日ゴルフコンペよろしくお願いします 

         西山 潤一 君 

・先日、奈良国際ゴルフクラブ、はじめて回らせて頂きました。樋本会員、 

谷中会員、西山会員、ありがとうございました。  森脇 克弥 君 

       ・中野会長、先日の始球式はお見事でした。杉原幹事、中野隆二委員長おつかれ 

さまでした。東村さん、早朝より長い１日お付き合いありがとうございました。 

                            中崎  諭 君 

・岡井様、本日の卓話宜しくお願いします。   中野  剛 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２２年９月４日 北条中学校 開会式 



 

 

◎社会奉仕委員会                    柿木 篤 委員長 

令和４年度共同募金「バッジ」募金のお願いがございましたの 

で、本日、ただいまより募金箱をまわします。また、2022 年 

青森県大雨災害についての義捐金要請が地区から発信されて 

おりますので、本件についても募金箱をまわします。どうぞ 

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

「ロータリーの友月間に因んで」 

                               岡井 康弘 広報委員長 

 

 

 

 

 

 

 

      毎月届くけど、知っているようで知らない「ロータリーの友」その「ロータリーの 

友」が創刊 70 周年を迎えます。ロータリーの友月間にちなんで少しお話をさせて 

いただきます。1953 年 1 月 創刊 1952 年 4 月 25 日、大阪市で開かれた地区大 

会で、次年度(1952ー1953 年度)から日本が 2 つの地区に分割されることが決定さ 

れました。 そして 1952 年 7 月、戦後 1 地区だった日本のロータリーが 2 地区に 

分割されました。 （現在３４地区） それまで一つの地区としてまとまっていた日 

本のロータリアンが２地区に分かれる訳ですから、寂しさと期待が入交じった雰囲 

気が当時の人たちにはあったようです。そのようなロータリアンの気持ちから、そ 

れまで一緒に活動してきた仲間同士、分割後も、お互いのことを知っていたいとい 

う思いから、翌 1 月両地区に共通の雑誌「ロータリーの友」が発行されました。『ロ 

ータリーの友』は、日本のロータリアンの絆の証しなのです。 創刊号は全て横書 

きでした。 これまでの『友』が全巻オンラインでお読みいただけます。  詳しく 

は、2022 年 9 月号をご参照ください。 閲覧にはクラブ単位で発行している ID、 

パスワードが必要です。7 月 1 日付でお送りしている友誌請求書に記載していま 

す。 クラブ幹事あるいは、クラブ事務局など請求書を管理している方にご確認く 

ださい。 友では創刊 70 周年して、「バックナンバーでたどる『友』70 年」「友委 

員長 10 年を語る」などを企画しています。その一つが「創刊 70 周年俳句コンテ 

先週の卓話   



 

 

スト」。 クラブの例会で、みんなで一句読んでみませんか？ 募集期間は募集期間 

2022 年 9 月 1 日～23 年 2 月 28 日 応募資格 ロータリアン、その家族、ロータ 

ーアクター、インターアクター、米山奨生など、ロータリーのプログラム参加者な 

ど テーマ ロータリー 発表 『友』23 年 6 月号 応募方法はロータリーの友ウェ 

ブサイトもしくはハガキ 詳細は友 9 月号をご覧ください。 たくさんのご応募を 

お待ちしています。  

 

     『友』は国際ロータリー（RI)の機関雑誌です ロータリアンには国際ロータリー（Ｒ 

Ｉ）が認可したロータリーの雑誌の購読義務があります。日本のロータリアンは、ア 

メリカ本部で発行している『ROTARY』もしくは『ロータリーの友』を購読すること 

になっています。ＲＩの認可を受けるための条件の一部を紹介します。ＲＩに認可さ 

れた雑誌が世界には 30 種類以上あります。写真は、左からアメリカ、日本、台湾、 

韓国、ノルウェーのいずれも 7 月号の表紙です。国際ロータリー（ＲＩ）に認可を受 

けるために（一部）毎月掲載している、ＲＩ会長メッセージや、財団管理委員長メッ 

セージなどのほか、国際大会参加推進の記事、次年度に備えるための会長エレクトの 

Q＆A などが掲載されています。 世界で 30 以上ある機関雑誌の中には、毎月発行し 

ていない雑誌もあります。また、最近では、印刷媒体ではなく、デジタル版だけを発 

行している雑誌もあります。 ロータリーの友は、ロータリアンの会報誌ではありま 

すが、ロータリーの専門誌ではありません。ロータリーの中で話題になっていること、 

新たな取り組み、課題を中心に、クラブの話題作りに役立つような記事を掲載してい 

ます。 ロータリーの友を会社やご自宅に持ち帰っていただき、社員の方やご家族の 

方がも楽しめるような記事づくりを心がけています。ＲＩの方針、方向性への理解が 

深めるような記事を掲載しています。これに関するさまざまなご意見も友では取り上 

げていますので、ご意見をお寄せください。 

 

 国際ロータリー（RI)が指定する記事を掲載する。毎月、ＲＩが掲載を指定してくる 

記事は、会長メッセージ、財団管理委員長メッセージ、国際大会の参加推進記事です。  

指定記事には、地球儀にＲＩと書かれたロゴが付いています。必ずお読みください。  

     国際ロータリー（RI)の方針を正しく伝えることここに示した写真は、残念ながら『友』 

では掲載できません。どうしてか分かりますか？その理由は、現在の公式ロゴではな 

いマークが入っているからです。国際ロータリー（RI)の方針を正しく伝えること 

正しい公式ロゴの使い方は、ＲＩのウェブサイト、マイロータリーの中のブランドリ 

ソースセンターに掲載しています。ロータリークラブだけではなく、ローターアクト 

クラブ、インターアクトクラブも同様に公式ロゴを使って、地域社会にロータリーの 

統一したブランドイメージを広めていくようにしましょう。ロータリーの機関雑誌と 

して ロータリーの機関雑誌として、雑誌の表紙の上の部分に Rotary というロゴを 



 

 

使うことが、2019 年から義務付けられています。ロゴが大きすぎて、雑誌の名前は 

「ROTARY」とみられがちですが、日本の雑誌名は、「ロータリーの友」のままです。  

また、7 月号にはＲＩ会長の写真を掲載するということも義務付けられています。   

ちなみに、7 月号にＲＩ会長の写真が最初に使われたのは、1979 年。夫妻で表紙を 

飾ったのは 1990 年です。ロータリーの雑誌の購読が義務付けられたのは、1977 年 

の規定審議会です。ロータリーの友がＲＩから公式地域雑誌として承認を受けたのが、 

1980 年なので、この時期に前後して、ＲＩの情報が多く掲載されるようになりまし 

た。ロータリーの友は、国際ロータリーのオフィシャルな情報を掲載しつつ、創刊 

当初の目的である国内のロータリアンの情報交換や親睦を深めるような記事の掲 

載を続けています。22-23 年度『友』表紙 DEI 推進に取り組む。さて、ロータリ 

ーの友の今年度 8 月号以降の表紙は、障害のある人が創作した作品で表紙を飾っ 

ていきます。アートは健常者の特権ではありません。障害のあるなしにかかわらず、 

豊かな才能と表現で彩られた作品を紹介することで、DEI（ディーイーアイ/多様 

性、公平さ、インクルージョン）推進に取り組むロータリーの方針をアピールしま 

す。 横組みと縦組みがある理由、ロータリーの友の創刊時は、全て横書き（横組 

み）でした。しかし、俳句を掲載するようになり、部分的に縦書き（縦組み）で掲 

載するようになりました。その後、横書き、縦書きが混在していましたが、縦書き 

で掲載する記事も増えてきたため 1972 年 1 月号から横書きと縦書きを分けた形式 

になりました。この時から、表紙は 2 つになりました。現在、横組みでは、ＲＩ関 

係の記事、特集、ロータリーに関する理解を深める記事を中心に取り上げています。  

縦組みは、投稿を中心に、国内のロータリークラブの活動や会員個人のエッセーを 

中心に、会員同士の親睦を深められるような記事を掲載しています。親しみやすく、 

人気があるのは縦書きの欄です。しかし、先ほどもお話しした通り、ＲＩの指定記 

事を読んでこそ、会員の購読義務を果たしたといえます。投稿をお待ちしています。 

ロータリーの友では、皆さまからのご投稿をお待ちしています。お気軽にご投稿く 

ださい。友ウェブサイトから投稿フォームもご活用できます。投稿に際しては、友 

の誌面にある「投稿規定」あるいは、友のウェブサイトをご覧ください。ご不明な 

点があれば、誌面に掲載している、編集部アドレスにメール、もしくはお電話でお 

問い合わせください。たくさんのご投稿をお待ちしています。最後に 『ロータリ 

ーの友』はロータリアンを結ぶお手伝いをします。ご活用ください。  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
           

    

         

         

                
             

              
              
              

     
             

              

          
          

               

              

     
       
       
        

     
         

           
       

             

              

                      
                   

             
        
           

               

           

                      

              

                        
           

                       

                         

              

                 

             

                     
       

                    

                        

              

                        

              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

              

             

               

             

               

                    

                      

               

            

               

            

               

   

               



 

 

 

ゴルフキャプテン 西山 潤一 

令和４年 9 月 7 日（水）、飛鳥カンツリー倶楽部にて 2022-23 年度第一回大東ロ 

ータリークラブゴルフコンペを開催することができました。今回は４組１4 名の 

会員の皆様（西山妻含む）にご参加いただき本当に有難うございました。ゴルフ 

キャプテンの段取りの悪さがあると思われますが、次回熊本空港カントリークラ 

ブでのコンペ皆さまふるってご参加よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 月のお誕生日花は、一足お先に秋の訪れを、お届けさせて頂きます。秋風に揺 

られる、紅葉雪柳にワレモコウ。秋花の代名詞に、クラシックマムにケイトウ(鶏 

頭)でアレンジさせて頂きました。ケイトウは、鶏のトサカに似ており、鶏がお洒 

落しているとのことから、花言葉が「気取り」「お洒落」となっております。 

お誕生日おめでとうございます。  

 

[花言葉]  

・マム・・・逆境の中で元気 

・ワレモコウ・・・愛慕、変化 

・ケイトウ・・・お洒落、気取り 

 

 

 

9 月のバースデーフラワー 


