
 

RI D2660   東大阪東ロータリークラブ 

   HIGASHIOSAKA-EAST ROTARY CLUB 
 

 

 

例会場：ホテルセイリュウ  例会：毎週木曜日 12:30～  HP：http://www.higashiosaka-eastrc.jp  

会長：吉﨑広江 ／ 幹事：大橋秀典 ／ 会報資料担当：梶田梓聞 

 
 
■ 卓話 

「老人ホーム 介護 認知症．．．」 

         一由 麻里 君 

 

■ 今日の歌 
「君が代」 
「四つのテスト」 

    ピアノ 岩島 佳子 先生 

 
■ 例会後 5月度定例理事会 

 
 
■ 5 月19 日（木） 

卓話 

「東大阪市のこれから」 

       鳥居 善太郎 君 

 

 

■ 例会後 次年度新理事会 

 

 

5 月は 

青少年奉仕月間 です 

 

 

先々週（4/28)の出席者数：45 名（0）

ﾋﾞｼﾞﾀｰ 2 名：国際ﾛｰﾀﾘｰ第2660 地区  

IM 第4 組ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐  梅澤喜八郎 様

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ｴﾚｸﾄ 林   芳繁 様

ｹﾞｽﾄ 1 名：米山奨学生 

     ﾖｼｭｱ･ｱﾃﾞｨ･ｴｶﾃｨﾙﾀ さん

出席率：80.36％ 

会員：62名（免除6名） 

 4/7 4/14 4/28 

HC出席 38(1)名 39(0)名 45(0)名

MU出席 11(0)名 7(0)名 4(0)名 

修正出席率 85.96％ 82.14％ 87.5％ 

 
               吉 﨑 会 長  

いよいよ風薫る５月となりました。５月は青少年月間です。当クラブは、米山奨学生の受け入れにしても、青少年

交換プログラムにしても、積極的に実施するクラブとして知られています。残念ながら長らくお世話してきたロータ

アクトクラブは終結しましたが、今は東大阪RAC で当クラブからの紹介者が活躍しています。東輪会を挙げて東大阪

RAC を支えていこうと「タッグ」を組んでいますので、今後も活発な活動をしてくれると思います。いずれにしても、

青少年プログラムを支えられるのは、予算的にも人員的にもそれを支えられる規模のクラブに限られており、私たち

がその一つであることは大変な誇りです。今後もそのようなクラブであり続けるために、メンバー全員の自覚と協力

を引き続きお願いしたいと思います。 

 さて、ゴールデンウィークが終わりましたが、皆さまはどのような休日を過ごされましたか？私は私の母方の祖母

の 33 回忌の法事をするために、福井県の武生に行っただけで、あとは地元でハイキングやらお祭りやらに出かけて

過ごしました。最後の最後にあったふれあい祭りでは、東大阪中央ロータリークラブさんの声掛けによる東輪会での

交通安全パレードに参加しました。当日一緒に小阪から布施まで歩いた皆様、お疲れさまでした。素晴らしいお天気

に恵まれた第39 回市民ふれあい祭りは、市の発表では40 万人の人出だったそうです。総人口が50 万人の東大阪市

で、40 万人が参加するお祭りとなれば、大成功と言えるのではないでしょうか。東大阪市では、2019 年のワールド

カップに向けて、当市ならではの観光開発を行うための観光振興計画を発表しました。キャッチフレーズは「住んで

よし 訪れてよし 稼いでよし」ということだそうです。私たちロータリークラブも、市民のひとりとして、積極的

に町を盛り上げるために頑張っていけたらいいなと思います。 

東大阪東ロータリークラブ事務局 
〒579-8012 東大阪市上石切町1-11-12 ホテルセイリュウ302 号室 
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来週の例会予定(5/19) 今 日 の 例 会 先週の出席報告(4/28) 

会 長 の 時 間 

世界へのプレゼントになろう

『 素 直 な 心 で 、 プ レ ゼ ン ト の 喜 び を 分 か ち 合 お う 』 

Club Weekly Report  2016-5-12  No.2481 



                                          
K                大 橋 幹 事 

先般の東大阪市民ふれあい祭りパレードにご参加の皆

様、お疲れ様でございました。 

≪これからの予定≫ 

【１】本日例会後、5 月度定例理事会 

【２】5/13（金）2015-16 年度クラブ職業奉仕委員

長会議（森次年度職業奉仕委員長出席） 

【３】5/19（木）例会後、次年度新理事会 

【４】5/20（金）ＩＭ第4 組新旧合同会長・幹事会 

   (吉崎会長・芳田会長エレクト・河村副幹事・大橋 

  幹事出席） 

【５】5/20（金）～22 日（日）青少年交換東京方面 

  研修旅行（エリナさん出席） 

【６】5/21（土）2016 年規定審議会報告会およびＩ

Ｍ再編に関する説明会（芳田会長エレクト・河村

田次年度会員研修・会員選考委員長出席） 

【７】5/21（土）2015-16 年度青少年奉仕部門正副

委員長会議・ワークショップ（一由青少年奉仕委

員長、森本次年度青少年奉仕委員長出席） 

≪連絡事項≫ 

【１】次年度の会員名簿作成の為、今年度の原稿を回

付致します。修正箇所は赤ペンにてお願い致しま

す。又、お写真を変更される方はご持参下さい。 

【２】5/19（木）例会後、次年度新理事会です。次年

度の理事・役員の皆様、宜しくお願い致します。 

 

東大阪ＥＲ輪の会便り 

 

日本文化の伝統でもある 俳句の楽しさについて。 

俳句は基本的に文語体が自然だと思いますが、口語体

の良さもあり奥の深いものです。 

歴史的かなづかい（旧かなづかい）ですが、戦前はこ

れが当たり前でした。例えば 

翡翠
かわせみ

のこゑのはれゆく雨を追ふ    水原秋桜子  

現代かなづかい（戦後改正）では、こゑのゑは使いま

せん。追ふのふも同様です 

最近は必ずしも、旧かなづかいにこだわりませんが、

長い歴史の重みと言うか歳時記（季語）と共に俳句の

持つ味、楽しいところではないでしょうか。  侑才 

  
2016 年4 月 自薦句 

 

靖明   子の門出思い練り込む草の餅 

洋子   齢をとることのをかしさ草の餅 

邦夫   山の端に消えゆく機影鳥ぐもり 

安徳   気が付けば穀雨の候となりにけり 

美保女  鯉のぼり空にたなびく夢のせて 

正信   青柳に触れ自転車の通り過ぐ 

侑才   花冷の瓦は脆し地震つづく 

精一   老木も芽吹きでもらうエネルギー 

春正   恍惚となりてなを挿す春日傘 

恵生   調理師の技あざやかに桜鯛 

 
梅澤ガバナー補佐・林ガバナー補佐エレクトを迎えて

のクラブ協議会 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規米山奨学生 ﾖｼｭｱ・ｱﾃﾞｨ・ｴｶﾃｨﾙﾀさん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓話 松木会員 

幹 事 報 告 



第39 回東大阪市民ふれあい祭り パレード 

2016 年5 月8 日（日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

梶本ＳＡＡ 

◎梅澤ガバナー補佐、林ガバナー補佐エレクト、よ 

うこそお越し下さいました。 

        吉﨑会長 大橋幹事 

◎本日、卓話です。よろしく。     松木会員 

◎梅澤ガバナー補佐、林ガバナー補佐エレクトよう

こそお越し下さいました。 

天野会員 石川会員 石田会員 一由会員 

井戸田会員 井上会員 大塚会員 

岡田会員 表 会員 梶本会員 金子会員 

河村会員 北川会員 北埜会員 吉川会員 

城戸会員 小林（一）会員 駒林会員 

島 会員 常楽寺会員 須﨑会員 

田中（哲）会員 出口会員 寺尾会員 

寺西会員 戸田会員 西森会員 藤本会員 

古川会員 松木会員 水上会員 水谷会員 

溝畑会員 森 会員 森本会員 山崎会員 

山田会員 吉川（千）会員 芳田会員 

◎インドネシアからの米山奨学生ヨシュア・アデ

ィ・エカティルタさん、ようこそお越し下さいま

した。一年間宜しくお願い致します。 

    井上会員 河村会員 吉川会員  

田中（哲）会員 西森会員 

◎ＲＣ会、金子さん、井上さん、天野さんお世話に

なりました。           常楽寺会員 

◎吉崎会長お世話になりました。    石田会員 

◎今月、野良猫を4 匹去勢手術しました。梶田会員 

◎苦節1 年、ゴルフＲＣ会優勝できました。 

森本会員 

◎欠席お詫び 

    石川会員 一由会員 北埜会員 城戸会員 

    古川会員 松木会員 水上会員 森 会員 

    吉川（千）会員 吉田会員 

                計60,000 円 

             

ＳＡＡ報告 (ﾆｺﾆｺ箱) 


