
平成 21 年 8月 18 日 No.2033 H21.8.4 (No.2032) の例会記録 

今週の卓話 （8 月 18 日） 

次週の予定 （8 月 25 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告 

会員数 47 名 出席数 36名 欠席者 8 名 

特定免除 3 名 その他免除 0 名 

出席率 81.81％ 

前々回 7 月 21 日分 

ホームクラブの出席者 37 名 92.50％ 

メークアップの結果 39 名 

特定免除 8 名 その他免除 0 名 

欠席者 1 名 修正出席率 97.50％ 

ロータリーソング 

ニコニコ箱 

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 
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OSAKA   JAPAN 

西垣 文雄ガバナー補佐 
「君が代」「大東ロータリーソング」「四つのテスト体操」 

・誕生日自祝 山中 政治 君 

・誕生日自祝 田川 和見 君 

・入会記念日自祝 高田 眞吾 君 

・8 月 1 日小倉競馬場にて、ハジメレンヂャー号が 

優勝しました 池田 實 君 

・田中社会奉仕委員長、薬物防止キャンペーン 

お世話になりました 谷中 清孝 君 

「ミドルエイジからの食と頭皮ケア」 

若林 葉子 氏 

東村 正剛 会員



先週水曜日に、井上会員がお亡くなりになりました。 

大手術の後、 療養中であったとお聞きいたしておりました。 

朝、突然に自宅での心臓発作で病院に運ばれたのですが、回 

復することなく悲しい出来事になってしましました。 

ここにご冥福をお祈りいたします。 

次の話しも水曜日ですが、社会奉仕委員会で「シンナー・覚せい剤等乱用防止キャ 

ンペーン」が住道駅前デッキで実施されました。 

田中委員長はじめ、12 名の大東ロータリークラブメンバーが参加し、暑い中無事 

に終了いたしました。有難うございました。 

最近感じたことで・・・ 

いつも蝉の話ですが、夏になれば当然のことですが、朝から夕方まで蝉が良く鳴い 

ています。なかにはトンチンカンな蝉のいるようで、夜中にも鳴いたりしています。 

僅か１週間の命だから良いのですが、 あんなに沢山で鳴くのだからうるさいと思う 

こともあります。 

しかし、 あの小さな体のサイズであの音量、 フレーズの作り方と仲間とのシンクロ、 

見習う点は多いと思います。 

そして、いよいよ次週はお盆休み突入ということで例会も休会になります。メンバ 

ー各位もそれぞれの休日を過ごされると思いますが、各自、お身体に気をつけてお盆 

明に元気な顔をお見せいただき、 全員で例会で昼食が頂けたら良いなと考えておりま 

す。また今夜「まんま家」でクラブ奉仕委員会の情報集会がございます。先輩達も多 

く参加して頂き、昔のロータリークラブを語っていただけたらと思います。 

谷中 清孝 会長 会長の時間



◎青少年奉仕委員会 田中 啓之 委員長 

青少年健全育成支援活動の報告 

大東ロータリークラブ後援の青少年健全育成支援活動が、７ 

月 29 日 （水） 午前 11 時よりＪＲ住道駅前広場で行われました。 

キャンペーンは主に酒タバコ薬物乱用防止のパンフやノロウィ 

ルスについて、集団食中毒に注意し、手洗いを励行することな 

どが記載されたパンフと一緒に啓発グッズとしてロータリーの 

名前入りタオルハンカチを配布しました。 

受け取った人達から、ご苦労さまなどの声を聞いたのが嬉しかったです。後で、青 

少年健全育成への気持ちが伝わると思いました。 

暑い中参加していただきました次の 11 名の方々に感謝申し上げます。（敬称略） 

谷中会長・大西副会長・藤本幹事・中原会計・池田会員・清水（修）会員 

小川会員・木村会員・中野会員・田中（啓）会員・鍛治澤事務局員 

有難うございました。 

第 2 回キャンペーンは 9 月 13 日（日） 

10 時～17 時 大東市民まつり会場にて（末広公園） 

17 時～19 時 盆踊りの混雑整理担当（大東ＲＣ・大東中央ＲＣ・他 2 団体） 

お世話様ですが、宜しくご協力お願い申し上げます。 

委員会報告



藤本 和俊 幹事 

（1）青少年奉仕 

剣道大会決算報告について・・・ 

7/21（火）予算 350,000 円に対し決算 291,379 円 承認 

野球大会について・・・9/6（日）開催 予算 100,000 円執行 承認 

（2）社会奉仕 大東市民まつり協賛金について・・・予算 50,000 円執行 承認 

9/13（日）末広公園 AM10：00→５名 PM1：00～3：00→５名 

PM5：00～7：00 盆踊り整理→５名 

（3）事務局夏休みについて 8 月 10 日（月）～8 月 14 日（金） ・・・承認 

（4）2008～2009 年度の決算報告について・・・承認 週報に掲載 

（5）秋の家族会について・・・予算 200,000 円 

東北方面 10/6（火）～7（水） 承認 

（6）その他 

国際奉仕 大東 RC（約 25 万円）と雙溪 RC 合同で寄付を行政を通じて思案する 

「 クラブ奉仕部門の運営について 」 

大西 寛治 会員 

【委員会の任務】 

（1）クラブ奉仕委員会 

この委員会は、本クラブの会員がクラブ奉仕に関する事柄に 

おいてその諸責務を遂行する上に役立つ指導と援助を与えるよ 

うな方策を考案しこれを実施するものとする。クラブ奉仕委員 

会委員長は委員会の定例会合に責任を持ち、クラブ奉仕の全活 

動について理事会に報告するものとする。 

（会長・幹事の基本方針に沿って委員会が活動しているか、また協力しているか 

を見守る役） 

先週の卓話 

幹 事 報 告



（a）職業分類委員会 

この委員会は、毎年できるだけ早く、遅くとも８月３１日以前にその地域社会の 

職業分類調査を行わなければならない。 

その調査から、職業分類の原則を適用し、充填及び未充填職業分類表を作成しな 

ければならない。 必要な場合は本クラブの現会員のもっている職業分類を再検討し 

なければならない。 

そして、あらゆる職業分類の問題について理事会と協議しなければならない。 

（51 人以上なら同一職業分類が 10％より多くならなければ良い。CLP でも 50 人 

以上なら必要なし、50 人未満なら有効） 

（b）会員増強委員会 

この委員会は、絶えず本クラブの充填及び未充填職業分類表を検討し、未充填の 

職業分類を充填するために適当な人物の指名を理事会に推薦するよう積極的に努 

めなければならない。 

（全会員の協力で新入会員が理事会に上がってくる） 

（c）会員選考委員会 

この委員会は、会員に推薦されたすべての者を個人的な面から検討して、その人 

格、 職業上及び社会的地位並びに一般的な適格性を徹底的に調査しなければならな 

い。 そしてすべての申し込みに対する委員会の決定を理事会に報告しなければなら 

ない。 

（d）ロータリー情報委員会 

この委員会は（1）会員候補者にロータリー・クラブ会員の特典と責務に関する 

情報を提供し、（2）会員、特に新会員に、会員の得点と責務に関する適切な理解を 

与え、（3） 会員にロータリー、 その歴史、 綱領、 規模、 活動に関する情報を提供し、 

（4）会員にＲＩの管理運営の動向についての情報を提供する方策を考案しこれを 

実施するものとする。



(e)規定委員会 

この委員会は、ＲＩ規定審議会に提出される制定案及び決議案を討議して意見を 

理事会に提出し、又ＲＩで採択された定款・細則の改正に則りとクラブの定款・細 

則の改定案を作成することを任務とする。 

（ＲＩの規定審議会はＲＣの議会で 3 年に 1 度開催され、クラブ、地区大会ＲＩ理 

事会で提出された決議案を審議する。しかし、各クラブの理事会決議により最終と 

なる。） 

（f）出席委員会 

この委員会は、 すべてのクラブ会員があらゆるロータリーの会合に出席すること 

―これには、地区大会、都市連合会、地域大会及び国際大会への出席も含まれる― 

を奨励する方法をこうあんするものとする。 

この委員会は特に本クラブの例会への出席と、 本クラブの例会に出席できない場 

合の他のクラブ例会への出席とを奨励し、全会員に出席規定を周知せしめ、出席を 

良くするためのより良き奨励策を講じ、 そして出席不良の原因となる諸事情を確か 

めてこれを除去することにつとめるものとする。 

（2001 年の規定審議会でメーキャップは前後 2 週間となる。 

他クラブの例会、クラブが協賛する事業、地区の事業、情報集会、インターアク 

ト例会、主催する事業等がメーキャップ対象。 

他に、理事会で承認した者。年齢＋ＲＣ歴＝８５以上） 

（ｇ）親睦活動委員会 

この委員会は、会員間の知り合いと友諠を増進し、用意されたロータリーのレク 

リェーション及び社会的諸活動への参加を会員に奨励し、 本クラブの一般的目的の 

遂行上会長又は理事会が課する任務を果たすものとする。 

（h）プログラム委員会 

この委員会は、本クラブの例会及び臨時の会合のためのプログラムを準備し、手 

配しなければならない。 

（プログラムを作成したら終わりではなく、 毎例会で卓話する人の顔を見るまで安 

心できない）



（i）会報委員会 

この委員会は、クラブ週報の刊行によって、関心を促して出席の向上をはかり、 

近づく例会のプログラムを発表し、 前回の例会の重要事項を報告し、 親睦を増進し、 

全会員のロータリー教育に寄与し、クラブ、会員、及び世界各地のロータリー・プ 

ログラムに関するニュースを伝えるべく努めなければならない。 

（j）この委員会は、（1）広く一般世間にロータリー、その歴史、綱領及び規模 

に関する情報を提供し、そして（2）本クラブのために適切な宣伝を行う方策を考 

案しこれを実施するものとする。 

（2660 地区 産経新聞・ラジオ大阪にＰＲ） 

（k）雑誌委員会 

この委員会は、ロータリアン誌及び「ロータリーの友」誌に対する読者の関心を 

喚起し；雑誌月間を主催し；クラブの例会のプログラムにおいて毎月雑誌の簡単な 

紹介を手配し；新会員の強化に雑誌を利用することを奨励し；ロータリアンでない 

講演者に雑誌を贈呈し；図書館、病院、学校、その他図書閲覧室のために国際奉仕 

並びにその他の特別購読を取り計らい；ニュース資料と写真を雑誌編集者に送り； 

その他あらゆる方法によって雑誌を本クラブ会員及びロータリアン以外の人々に 

役立てるものとする。 

（l）シンギング委員会 

この委員会は、 新入会員にロータリーの教育に役立つ内容をもつロータリーソン 

グを教え、毎例会、各種ロータリーの会合などに合唱のリーダーを努め、歌う事に 

よって友愛の宣揚を図り、 明るい気分で奉仕の理想の達成に導く事を持って任務と 

する。 

（大東ロータリーソングは、1975 年～76 年度会長 野田実会員作詞、大川真一郎 

会員作曲です。 

四つのテスト 大東ＲＣのみ体操があります。 

その意味を大川会員に説明してもらいます）



（m）ニコニコ箱委員会 

この委員会は、 社会奉仕の資金を集める目的で設けられたニコニコ箱にニコニコ 

箱規定により会員に募金を促したり、 又ニコニコ箱拠出金を管理することを任務と 

する。


