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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：田中 哲男 ／ 幹事：大塚 俊彦 ／ 会報資料担当：梶本 高久 

 

 

■ 卓話 

「ロータリークラブの危機管理」 

国際ロータリー第2660地区 

危機管理委員会 副委員長 

       岩津 陽介 様 

 

■ 今日の歌 

「君が代」 

「四つのテスト」 

   ピアノ 岩島 佳子 先生 

 

 

■ 例会前 8月度定例理事会 

 

 

■ 8月10日（木）休会 

■ 8月17日（木） 

東大阪市立石切中学校 

吹奏楽部 演奏会 

（森本 竜一 会員） 

 

 

 

    

8月は 

   会員増強・ 

新クラブ結成推進月間 

 

 

先週（7/27）の出席者数：40名（4）名

 

 

       

7/27 ＨＣ出席率：78.43％ 

 

 

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数 

会員：61名（免除14名） 

 7/6 7/13 7/20 

HC出席 35(3)名 37(3)名 公休 

MU出席 8(1)名 10(2)名  

修正出席率 84.31％ 90.38％  

 

               田 中 会 長  
 

本日8月3日は もうすでに夏本番であります。今月は日本国中で数多く有名な「祭り」が行われます。 

青森ねぶた祭り、徳島阿波踊り、そして郡上踊り等が有名なお祭りです。 

蝉の鳴き声も風情の一つでしょうが毎日暑いですね。皆様くれぐれも熱中症にならないようにご注意下さい。 

 

今月8月は増強月間であります。 

本年度も吉﨑委員長を筆頭に非常にパワフルな委員会構成であります。増強委員会の皆様の大活躍を期待しておりま

す。 

先日ふとロータリー手帳を見ておりましたら、「ロータリーの目的」が明確に第1から第4項目にまとめてありまし

た。非常に判りやすい言葉でまとめられております。会員の皆様が入会されて、それぞれに年数が過ぎるにつれて、

一体私はロータリーに入会して何を目的として何に意義を感じて毎日を過ごしているのだろうと自問される事はない

でしょうか？ 

私自身は、よく有りました。今年度第1例会時の週報には、「ロータリーの目的」を必ず記載し読み上げたいと思って

おります。 

「四つのテスト」と同じように「ロータリーの目的」を、意義のあるロータリーの基本理念としてロータリーライフ

を楽しんでいただきたいと考えております。 

 

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 

TEL:072-985-0189 FAX:072-985-0577 E-mail:higashiohrc@air.ocn.ne.jp 

創立：昭和40(1965)年3月4日 

来週の例会予定 今 日 の 例 会 先週の出席報告(7/27) 

会 長 の 時 間 

『ロータリアンとしての優しさを大切にしクラブを愛する心をもとう』 
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岩津 陽介地区危機管理委員会 副委員長ご略歴 

 

生年月日   1953年3月23日 

出身校    関西学院大学  1975年卒業 

勤務先    株式会社 松一商会  代表取締役 

 

ロータリー歴 

1975 年   大阪西南ローターアクトクラブ チャ

ーターメンバー入会 

1978年～79年度 ローターアクト地区代表 

1980年    大阪西南ローターアクトクラブ 卒業 

1993 年   大阪御堂筋ロータリークラブ  チャ

ーターメンバー入会 

1994-95   クラブ幹事 

1996-2004  地区ローターアクト委員出向 

          2001-03年度 委員長就任 

          2003-04年度 国際大会青少年奉仕部門ロ 

ーターアクト担当 

2003-04年度 クラブ会長 

2006-07年度 クラブ会長 

2006-08年度 地区財団人道的補助金委員会出向 

2008-09年   横山ＰＧ年度 ＩＭ第７組ガバナー補 

佐出向 

2013年7月  大阪本町ＲＣと合併 大阪御堂筋本町 

ＲＣに 

 

2014-15年度 地区危機管理委員会 副委員長出向 

2015-16年度 地区危機管理委員会 委員長出向 

2016-17年度 地区危機管理委員会 副委員長出向 

 

 
 
大 塚 幹 事 

先般のクラブフォーラムご参加の皆様、お疲れ様でご

ざいました。 
≪これからの予定≫ 

【１】 8/5（土）～6（日）ロータリー学友交流会 

【２】 8/10（木）休会（夏季休会） 

【３】 8/24（木）ガバナー補佐を迎えてのクラブ協 

議会 

＜連絡事項＞ 

【１】 本日例会前に8月度定例理事会を開催致しま

した。 

【２】 8/24（木）ガバナー補佐を迎えてのクラブ協

議会にあたり、各委員会、会員各位より事前

にガバナー補佐への質問を募っております。 

締め切りは8/10まで、何卒ご理解の上、ご協 

力よろしくお願い致します。 

【３】 My Rotaryの登録作業を事務局で行います。My 

Rotary未登録の、メールアドレスをお持ちの

会員から開始致しますのでご了承のほどお願

い致します。 

 

 

 

◎会員増強委員会           吉﨑委員長 

8月は会員増強月間です。いよいよ活動を開始致しま

すので、皆様ご協力のほどよろしくお願い致します。 

 

◎Ｒ財団委員会            井上委員長 

この度、寺西会員にマルチプル6回目をお引き受け下

さいました。有難うございました。8月のレートは111

円です。皆様のご協力をよろしくお願い致します。 

 

◎青少年奉仕委員会       岡田米山奨学担当 

この度、芳田会員にはマルチプル7回目をお引き受け 

下さいました。また、寺西会員にもご協力いただきま 

した。有難うございました。皆様のご協力をよろしく 

お願い致します。 

 

＊ 登 山 紀 行 ＊ 

                   石田 肇 

今年も、夏山のシーズンが到来です。 

毎年、学校が夏休みになる前の７月の第１週の7/7（金）

～7/10（日）に掛けて、人も少ないので夏山登山のス

タートを切ります。 

今年は仕事関係の友人が本格的に登山をしてみたいと

のことで初心者でも楽しめる立山連山を縦走するルー

トに行って来ました。 

朝一番、午前７時の立山ケーブルで美女平まで登り、 

そこからバスで室堂まで移動、午前８時３０分から登

山開始。結構、雪が残っていましていきなり雪道を登

るはめになりました。 

一ノ越の山小屋から天気が良かったので遠くは穂高や

槍ヶ岳が望めました。 

幹 事 報 告 

委 員 会 報 告 



一の越から急な岩場を登り雄山（2991m）の山頂へ、山

頂にある神社にて神主からお祓いを受けお札を授かり

ました。 

その後、縦走ルートへ大汝山（3015m）、富士ノ折立

（2999m）、真砂岳（2861m）、そして別山（2874m）の山

頂へ。その後、少しガスってきて下りのルートで雌の

「雷鳥」と遭遇しました。登山道に居座り、なかなか

逃げようとせずしばらく見ていました。 

まもなく、稜線の山小屋の剣御前小舎に到着、7/9（土） 

晩は目の前に剣岳を望む剣御前小舎に泊まりました。

翌7/10（日）朝4時30分起床、剣岳に当たる朝日が

とてもすばらしかったです。 

何年か前に剣岳に登った時の事を思い出し、しばらく

感激に浸っていました。 

５時から朝食を済ませ、６時から雷鳥沢を下山しまし

た。雪がかなり残っており、雪渓で脚を踏み外せば下

まで滑り落ちる危険があるので、３時間ほど時間を掛

けてゆっくり下山して、室堂に到着しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一ノ越から遠く槍ヶ岳や穂高連峰を望む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝の剣岳 

 

 

 

 

 

 

 

 

日の出の太陽に剣岳が照らし出されて感動 

 

 

                   北埜ＳＡＡ 
◎クラブフォーラムご出席有難うございます。 

                 田中（哲）会長 

◎本日、卓話です。よろしく。      小畑会員 

◎皆出席内祝いとして 

     天野会員 石田会員 井上会員 大塚会員 

     表 会員 北川会員 吉川会員  

小林（一）会員 駒林会員 島 会員 

     田中（哲）会員 出口会員 戸田会員 

     広田会員 藤本会員 水上会員 水谷会員 

     溝畑会員 森本会員 山村会員 吉﨑会員 

     芳田会員 

◎暑いので身体に気を付けて下さい。 

     新井会員 石川会員 井上会員 北埜会員 

     斉藤会員 常楽寺会員 田原会員 

◎東輪会実行委員会ご出席の方、お疲れ様でした。 

北川会員 

◎お久しぶりです。           寺西会員 

◎8月6日そこまで言って委員会、出演します。 

森本会員 

◎生駒市の消防署を建替えします。   井戸田会員 

◎欠席お詫び 

     岡田会員 小畑会員 小林（正）会員 

西森会員 水谷会員 

◎早退お詫び              北埜会員

                 計 130,000円 

7月度総計   243,000円 

ＳＡＡ報告 (ﾆｺﾆｺ箱) 

ロータリーの目的 

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕

の理念を奨励し、これを育むことにある。具体的には、

次の各項を奨励することにある： 

 

第 1 知り合いを広めることによって奉仕の機会とす

ること： 

第 2 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はす

べて価値あるものと認識し、社会に奉仕する機

会としてロータリアン各自の職業を高潔なもの

にすること： 

第 3 ロータリアン一人一人が、個人として、また事

業および社会生活において、日々、奉仕の理念

を実践すること： 

第 4 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネット

ワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進

すること。 


