
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 21年 7月 21日   No.2030   H21.7.14 (No.2029) の例会記録 

 今週の卓話  （7 月 21 日） 

次週の予定  （7 月 28 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告 

会員数  48名 出席数 38名 欠席者  6名 

特定免除  4名 その他免除  0名 

出席率 86.36％ 

 

前々回 6月 30日分 

ホームクラブの出席者 38名   90.47％ 

メークアップの結果  40名 

特定免除  6名  その他免除   0 名 

欠席者    2名  修正出席率  95.23％ 

ロータリーソング 

ニコニコ箱 

 「手に手つないで」 「四つのテスト体操」 

「第 25 回中学校対抗剣道大会」 

            中村青尐年委員長 

・インターアクトお世話になりました 

                 谷中 清孝 君 

・大峰山に登山してきました    樋口 秀和 君 

・大峰山へ登ってきました     田中 祥介 君 

・健康のバロメーター今年も大峰山快調に登れました 

                 大西 寛治 君  

                 山中 政治 君 

・大峰山無事に登ってきました   中野 秀一 君 

 

２００９年～２０１０年度 

国際ロータリーのテーマ 

ロータリーの未来は 
あなたの手の中に 

 

 

 ジョン・ケニー 

国際ロータリー会長 

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 
 
 

創立 1967年 12月 26日 
■ 会 長 谷中 清孝 
■ 幹 事 藤本 和俊 
■ 会報委員長 上田 正義 

◆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 
CLUB WEEKLY BULLETIN 

OSAKA   JAPAN 

 

 

 

OSAKA   JAPAN 

「新年度の方針発表」 

             各委員長 



 

 

 

 

暑い日が続いております。昨日は大阪で 34 度、全国

での最高気温が38度と外出を控えたいほどの気温です。

メンバーの方々もそれぞれ健康にご自愛され、このひと

夏を乗り切って欲しいと思います。 

さて先週の金曜日、大阪桐蔭中学高等学校にてインタ

ーアクトクラブ例会がありまして、田川委員長・中野副

委員長・田中(啓)前地区委員長・藤本幹事・大西副会長

と共に出席して参りました。 

生徒達は各事業報告を自々して、私も 15 分ほどの卓話をさせて頂き、無事終える

事ができました。 

最後に田中(啓)前地区委員長が生徒から色紙の寄せ書きを貰われ、長い間ご苦労さ

まの声で、田中(啓)前地区委員長が涙しておられたのが大変印象的でした。 

又、来週は青尐年委員会の剣道大会が、大東市民体育館で行われます。本年度初め

ての試みで剣道例会となりましたが、さてどうなる事か心配しております。大東市長

はじめ四條畷警察署長も挨拶に来られるので、ロータリアンとして節度ある行動をと

れればと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

谷中 清孝 会長 会長の時間 

 7月10日 

インターアクト 

クラブ例会にて 



 

◎ クラブ奉仕委員会・ロータリー情報委員会        大西 寛治 委員長 

 

クラブ奉仕委員会・ロータリー情報委員会合同情報集会 

日 時：8 月 4 日（火）PM6：00～ 

場 所：まんま家 

 

2009～2010 年度 初めての情報集会です。 

次の週の例会（8 月 11 日）は休みです。お盆前の情報集会です。 

多くの参加をお願いします。 

 

◎ 社会奉仕委員会                   田中 啓之 委員長 

 

平成 21 年度シンナー・覚せい剤等薬物乱用防止キャンペーン 

 

日 時：7 月 29 日（水）AM11：00～12：00 

場 所：JR 住道駅前広場 

 

◎国際交流平和委員会             前年度 上田 正義 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

大東ロータリークラブ 御中 

 

拝啓 盛夏の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は当組合に対して格別のご厚を賜り、深謝申し上げます。 

さて、このたびは組合が取組んでおります「エコキャップ収集」の趣旨に

ご賛同していただき、ご協力誠にありがとうございました。 

おかげ様で別紙の通り関シ協におきましては、累計２５３，２８０個のキ

ャップを収集して、換算すると３１６．５人分のワクチンを届ける事が出

来ました。 

これも皆様のご厚意の賜物と感謝する次第であります。今後ともご協力の

程よろしくお願い申し上げます。 

これから暑さが本格化してまいりますが、皆様のますますのご健勝と貴社

のご繁栄をお祈り申し上げます。 

ますはとりあえず書中をもってお礼申し上げます。 

敬具 

平成 21 年 6 月 25 日 

 

関西シーリング工事業協同組合 

理事長 松下 公俊 



「 新 年 度 方 針 発 表 」 

 

 

●社会奉仕委員会                    田中 啓之 委員長 

 

活動は、地域社会への奉仕を前提に継続事業をベースとして取

り組みます。 

出来れば比較的大きな事業も 2 つ位やりたいと思っておりま

す。特に老人へのいたわりと子供たちに希望の持てる活動が出

来れば幸いと考えております。 

皆様のご理解、御協力宜しくお願い申し上げます。 

 

《事業計画》 

1. 大東市美化運動協賛 

2. 共同募金に協賛 

3. 大東市立療育センターへの慰問品贈呈 

4. 歳末助け合い募金に協賛 

5. 交通安全運動に協賛 

6. 大東市民まつりに協賛 

7. 薬物乱用防止関連活動 

8. 養護施設の子供たちに備品寄贈 

 

 

●国際奉仕委員会                     髙島 登 委員長 

 

国際奉仕委員会は、国際奉仕に関する特定分野を担当する 4

つの委員会、国際交流平和委員会、世界社会奉仕委員会、ロー

タリー財団委員会、米山奨学委員会から構成されております。

各委員長と共に国際理解を深め、各委員会の事業目標達成のた

めに努力します。尚、姉妹クラブ台北雙溪ロータリークラブと

の交流を行いたいと思っております。 

会員皆様方のご理解、ご支援をお願い申し上げます。 



●青尐年奉仕委員会                   中村 眞也 委員長 

 

尐子化の影響でスポーツをする子供たちが減尐傾向にありま

す。また、我が大東ロータリーの会員数もかなり減尐し、予算

的にも厳しくなってきております。今年度は、継続事業の見直

しも視野にいれ、以下の事業を行いたいと思います。 

皆様には色々とご協力をお願いすることになると思いますが、

よろしくお願いいたします。 

《事業計画》 

1. 第 25 回四条畷警察署管内 中学生対抗剣道大会 

7 月 21 日（火）剣道例会 

2. 大東ロータリー旗争奪 尐年野球大会 9 月 

3. 大東市小中学生弁論大会 1 月 

 

●S．A．A                            大東 弘 

 

本年度、会長の活動方針の一つである「規則正しい、楽しい

例会」を目標に、S.A.A として、いかに魅力ある例会にするか

を大切にし、スムーズな進行が出来るように取り組みます。 

会員各位のご理解とご協力を宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

●職業分類委員会                    大西 寛治 委員長 

 

新入会員候補がおればこその委員会です。 

会員増強委員会にお願いするだけではなく、全会員が一丸と

なり増強に努めなければなりません。その結果が、職業分類委

員会が活気ある委員会になります。会員増強、選考、分類委員

会この三委員会は一体であると思います。この三委員会が十分

に力を発揮できる様に皆様方のご協力、ご支援をお願いします。 



●会員増強委員会                    上田 陽造 委員長 

 

当クラブにとって会員増強はクラブ活動を活性化する上でも

重要課題であります。数年前より会員の減尐傾向が続いていま

したが、本年度からは増強へと転じて行くためにも会員諸兄の

ご指導ご協力をお願いする次第です。 

１.  本年度会員 50 名超を達成する。 

２.  職業分類表を参考とし、充填すべき職業より候補者の入

会を勧める。 

３.  歴代ロータリアンの子弟や市域内で活躍されている方の入会を勧める。 

４.  会員選考委員会、職業分類委員会との連携を図り理事会において充分な審議

ができるよう準備しておく。 

 

 

 

●会員選考委員会                    樋口 秀和 委員長 

 

ロータリー綱領及びクラブ定款・細則に基づき、職業分類委員

会と会員増強委員会の両委員会と連絡を密に取り、下記事項に

ついて選考活動を実施し、その職責を果たします。 

1. 職業上における社会的地位について検討する 

2. ロータリーの奉仕活動に熱心になりうる人か 

3. 毎週例会に出席できる人であるか 

4. 会費等について財政義務を迅速に果たせる人か 

推薦された全ての事案について、委員会の決定を理事会に報告し、会長方針として

会員増強に力を入れておられますので、優秀な新会員の選考に努めクラブの質及び量

の両面にわたる向上を計るように努力します。 

 

 

 

 

 



●規定委員会                       清水 修 委員長 

 

RI 規定審議委員会は 3 年ごとに開催され。RI 手続き要覧の定

款及び細則が一部改正されます。大東ロータリークラブの定款

及び細則は 2001~2002 年度に改正されたものです。しかし、大

東ローター・クラブ細則では第 7 条(b)では、国際奉仕委員会部

門に世界社会奉仕委員会(WCS)がなくなり国際奉仕・WCS 委員

会に統合されています。又、第３節社会奉仕委員会も削除する

部分もあるかとおもいます。又、第 4 節(b)も削除しなければなりません。この事を

理事会に諮り承認されれば、定款及び細則の再度作成もしなければなりませんが、費

用も掛かりますので、ページの差換えで行いたいと考えています。 

2009 年度規定審議委員会の中より、当クラブの定款及び細則を改正する部分があ

れば、理事役員会及び関係委員会と協議し、その内容を理事会において承認をお願い

致します。 

 

 

 

●親睦活動委員会                    大矢 克巳 委員長 

 

本年度の親睦委員会は、『ＣＨＡＮＧＥ』をテーマに一年間取

り組んでいきます。会員間の一番の交流の場は、例会の場だと

思われます。例会の在り方を尐しずつ変えて行く事で、会員間

の交流・親睦・友情等が増進し、会員拡大、退会防止の一端を

担うと思われます。そのためには、委員会が率先して同じ方向

性で活動して行く事が必要です。又、親睦委員会が担当します

家族会・クリスマス会等も従来と違った趣向で行っていきたいと思います。委員会の

皆様・会員の皆様には、この一年間お願いすることが多々あると思いますが、何卒ご

協力頂きます様お願い申し上げます。 

 

 

 

 



●会報委員会                      上田 正義 委員長 

 

例会イコール週報。当たり前の様に目を通し、卓和担当・委

員長報告の原稿を催促され面倒な気持ちで原稿作成してきた

自分が会報委員会委員長を仰せつかり、昨今会報を真剣に読

む日々を過ごしております。例会を欠席すれば必ず欠席した

週の会報が溜まっており、会報が何故欠席したかと無言で睨

んでいる様な気持ちになります。しかし会報を読めば例会・

報告内容が的確に記載されておりますので通信手段としては非常に上手いツールと

思われます。本年度はこのツールを依り効率良く・短的に心を込めた手作りで事務局

員さんのお力をお借りしながら作成・編集してまいります。又、広報委員長には写真

撮影のご協力をお願い申し上げます。最後になりますが会員諸兄のご協力なしでは成

り立たない委員会ですので何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

●広報委員会                      北本 良弘 委員長 

 

各委員会の奉仕活動や事業に参加し、写真等でロータリーに

関する情報をクラブ会員の皆様には、会報委員会と協力し週

報にて又、地域の人たちには、事業報告や広報写真をホーム

ページに掲載し広報に努めたいと思います。 

その結果、ロータリーに関心を持って頂く人が増え、会員

増強に繋がればと考えます。会員皆様の御協力、宜しくお願

い致します。 

 

 

 

 

 


