
平成 22 年 6月 29 日 No.2072 H22.6.22 (No.2071) の例会記録 

今週の卓話 （6 月 29 日） 

次週の予定 （7 月 6 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告 

会員数 47 名 出席数 40名 欠席者 2 名 

特定免除 5 名 その他免除 0 名 

出席率 95.24％ 

前々回 6 月 8 日分 

ホームクラブの出席者 39 名 92.86％ 

メークアップの結果 43 名 

特定免除 4 名 その他免除 0 名 

欠席者 0 名 修正出席率 100.00 ％ 

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 
ROTARY 
CLUB WEEKLY BULLETIN 

OSAKA   JAPAN 

「日も風も星も」 「四つのテスト体操」 

「 新年度の方針発表 」 

会長・幹事・各奉仕委員長 
・写真を頂きましたので 感謝 上田 陽造 君 

・歩こう会の写真 

有難うございます 感謝 田中 祥介 君 

・樋口先生 写真有難うございます 大西 寛治 君 

・樋口先生 写真有難うございます 中原 毅 君 

・早退お詫び 北本 良弘 君 

「 今年度の実績報告と反省 」 

会長・幹事



皆様、こんにちは。今日が終われば本年度 

もラスト一週です。どうにか、一年間無事に 

終了しそうです。 

本日は健康の話を少しさせて頂きます。個 

人的な話ですが、最近、両手両足が冷えて気 

持ちの悪い日が続いておりました。色々な先 

生に聞いたり、サプリを飲んでも余り効果は 

無く、インターネットで調べてみました。 

冷えは、肩こり・腰痛・身体のだるさを引 

き起こします。西洋医学では、この様な症状は病気ではないので貼り薬や痛み止めを 

出すだけで、根本的治療にはなりません。これを続けていると、内蔵の病気に移行す 

ることがあるそうです。 

それを予防するには、食べ物です。やはり季節の食べ物を食べるという事は意味が 

あって、夏の暑い時はレタス・トマト・キュウリ等が身体の温度を下げてくれます。 

しかし、あまり栄養的には期待できないらしいです。むしろ、温野菜や根野菜類が良 

いみたいです。 

内臓の中で、ガンにならないのは心臓と小腸だけです。それは、内臓の中で心臓と 

小腸だけは陽性ということです。ガンは陰性なので、陰性の臓器にしか生じないとい 

うことです。 

これから暑い夏がやって来ます。「アイスコーヒーよりもホットコーヒー」「水割 

りよりもお湯割り」「冷たいビールには温かいおつまみ」という風に、私も考えなが 

らバランス良く生活したいと思っております。 

会長の時間 谷中 清孝 会長



「 今 年 度 の 実 績 報 告 と 反 省 」 

◆職業分類委員会 大西 寛治 委員長 

ロータリー発祥の歴史からも理解できるように職業分 

類を原則とし、一業種一名のロータリークラブは事業や 

専門職務として地域社会を代表する人達で構成されてい 

ます。しかし、地域性や社会性において良く似た職業の 

会員が多くなります。この様な場合にも、職業分類の拡 

大解釈を上手に適用しなくてはなりません。 

本年度は、清水正義会員の後任の分類とタイヤ販売業 

（空門満也）の二名の分類をさせて頂き問題はなかったと思います。 

職業分類を行うのも、その前に会員候補の紹介が無くてはなりません。会員の減少 

問題の解決のためにも、まずは会員候補の紹介をお願いいたします。 

◆会員増強委員会 上田 陽造 委員長 

会員の皆様のご協力を得て２名の方が理事会にて承認 

されており、次年度から入会されて頂く事に成っており 

ます。有難うございました。 

反省点としては今期末で３名の方が退会されます。退 

会される会員にはそれなりの訳がおありでしょうが、退 

会防止策を考えなかった事であります。 

諸般の事情で他のクラブにおいても会員の減少傾向に 

あるようですが、会員増強と併せて退会防止策の検討をしなければと思っております。 

◆会員選考委員会 樋口 秀和 委員長 

増強委員会より要請を受けまして慎重に審議しました 

結果、松竹智博氏・空門満也氏２名の入会を承認しまし 

た。 

先週の卓話



◆ロータリー情報委員会 木田 眞敏 委員長 

我々がロータリアンであることの自覚、その楽しさを通して会員が奉仕活動に積極 

的に参加できる様に、知識・情報提供をすることが上手くいったかは疑問であります 

が、新入会員の方々が上手くクラブに溶け込んで頂ける姿を見て少し安心しました。 

◆規定委員会 清水 修 委員長 

２０１０年規定審議会改定内容（概要） 

審議案 

№ 

制定案 

決議案 

賛否 
(賛)：(否) 

内容 

10－06 制定案 修正付賛成 
430：85 

Ｅクラブ(電子的な通信手段を通じて会合するロータリークラブ) 
を規定する件 ＊１地区２つまで 

10－11 制定案 賛成 
436：68 

直前会長の役職を設ける件 

＊標準ロータリークラブ定款の改正 

＊第 10 条 理事および役員 第 4 節 役員 

クラブ役員は、会長・直前会長・会長エレクト… 
10－21 制定案 賛成 

320：189 
出席規程の適用の免除に関する規定を改正する件 

＊標準ロータリークラブ定款の改正 

＊第 9 条 出席 第 3 節(a)・・・理事会は政党且つ十分な理由 

による会員の欠席を認める権限を持つ。このような出席規定の 

適用の免除は最長 12 ヶ月間までとする。 
10－23 制定案 修正付賛成 

297：208 
出席規定の適用の免除に関する規定を改定する件 

＊標準ロータリークラブ定款の改正 

＊第 9 条 出席 第 3 節 出席規定の免除 
(b)年齢が 65 歳以上の会員でかつ、一つまたは・・・ 

理事会が承認した場合。ただし、この規定により出席規定 

の免除の適用を受けた会員は、本クラブの役員または理事 

となる資格を持たないものとする。



10－27 制定案 賛成 
310：201 

出席記録の算出に関する規定改正の件 

＊標準ロータリークラブ定款の改正 

＊第 9 条 出席 第 5 節 出席規定の免除 

本条第 3節(b)または第 4節の下に出席規定の適用を免除され 

た会員がクラブ例会に出席した場合、その会員と会員の出席 

は本クラブの出席率算出に使う会員数と出席数に含まれるも 

のとする。 
10－52 制定案 賛成 

307：193 
移籍ロータリアンおよび元ロータリアンに関する規則を改正す 

る件 

＊国際ロータリー細則の改正 

＊内容：移籍ロータリアン、元ロータリアンを正会員として受 

入れるクラブは当核会員がかつて所属していたクラブの理事 

会からクラブ会員であったとの証明を受理することを条件づ 

ける。 
10－53 制定案 賛成 

277：232 
上記 10－52 に更に加える条件として 

＊内容：①移籍ロータリアンまたは元ロータリアンは元のクラ 

ブに未納金が一切ない旨記した書面を提出するよう 

に本人に要求することが推奨される。 

②RI を脱会したクラブ会員、また移転以外の理由によ 

り所属クラブを退会した元会員の受入れクラブに正 

会員として入会するには、会員身分を失ってから 90 
日間の経過が必要。 

10－61 制定案 修正付賛成 
423：87 

地区協議会と会長エレクト研修セミナーの開催時期を変更する 

件

＊国際ロータリー細則の改正 

＊内容：PETS 2 月・3 月 

地区協 3 月・4 月・5 月 
10－87 制定案 修正付賛成 

263：250 
第五奉仕部門、「青少年奉仕」を加える件 

＊標準ロータリークラブ定款の改正 

修正内容は「青少年奉仕」→「新世代奉仕」とされた。 

10－127 制定案 修正付賛成 
416：98 

人頭分担金を増額する件 
(RI 理事会提案) 
＊国際ロータリー細則の改正 

＊内容：現在(2010～11) 半期 25 ドル 計 50 ドル(年間) 
改正(2011～12) 半期 25.50 ドル 計 51 ドル(年間) 
改正(2012～13) 半期 26 ドル 計 52 ドル(年間) 
改正(2013～14) 半期 26.50 ドル 計 53 ドル(年間) 

＊修正内容は、本動議案の中にクラブが RI に支払う最低人頭分 

担金の増額を「理事会が年率最高 2%を増額出来る…」という 

文言を削除した。



◆出席委員会 杉原 巨峰 委員長 

今日現在のところ（6/22）までの実績のご報告としま 

して、ホームクラブでの１００％出席率は１回（クリス 

マス家族会）。メークアップによります修正出席率に関し 

ましては、１００％が１８回となっております。９５％ 

以上で見ますと、ほぼ全週という結果でございます。大 

変高い出席率を維持することが出来たと思っております。 

これも会員皆様方が出席への深い認識をお持ち頂いた結 

果に尽きると思います。 

また、今期当初より谷中会長が「出席率の低迷」を課題に上げてこられました。情 

報集会では先輩会員方から「昔のロータリー」ということで、出席の重要性、そこか 

ら生まれる結束力や親睦が深められるお話を頂けたり、又ニコニコ箱委員長からは、 

メークアップ無しの場合のニコニコ箱へのご提案を頂けたりいたしました。 

こうした先輩方からのお力添えがあったことで、高い出席率が保たれた一年であっ 

たと心から感謝しております。 

一年間ご協力頂きまして有難うございました。 

◆プログラム委員会 福富 經昌 委員長 

会員皆様の御協力により、間もなく全例会４５回を終 

了しようとしております。 

種々の御協力を賜り有難うございました。御礼申し上 

げます。 

会員個人の卓話のプログラムでは、会員の減少もあり 

前年に引き続いて多くの会員に担当をお願いすることと 

なりましたが、快諾頂きました。また、卓話担当不能日 

が１回生じましたが卓話緊急要因の田中啓之会員に引き 

受けて頂き、無事に乗り切ることができました。有難うございました。 

委員会としての反省点としては、前年度と余り代わり映えの無いプログラムに終わ 

ってしまったことかと思われます。これを解消するためには、次年度の委員会がかな 

り早い時期よりプログラム立案に関与が必要かと思われます。今後、クラブとして全 

体的に検討して頂ければと考えます。



◆会報委員会 上田 正義 委員長 

会員各位におかれましては、益々ご清栄のこととお喜 

び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申 

し上げます。 

さて、今年１年を振り返りまして各位の御協力で内容 

の有る週報が発刊出来ました事を感謝申し上げます。広 

報委員会のメンバーの御協力で素晴らしい写真を提供し 

て頂き、また、事務局の鍛治澤さんには毎週号ごと、編 

集に気を使って頂き充実した週報が会員各位のお手元に 

届けることができました。会報委員会の担当になるまでは、例会度に机の上に置かれ 

ている週報が普通でありましたが、担当になって初めて沢山の人に支えられ発刊され 

ていることが解り感謝しております。 

最後になりましたが、この１年間会員各位には大変御協力頂きまして、心よりお礼 

を申し上げます。有難うございました。 

◆雑誌委員会 佐藤 多加志 委員長 

本年度は、当初方針として「ロータリーの友」の投稿 

掲載を２回予定しておりましたがロータリーの友事務局 

とのレスポンスが悪く、一度しか掲載する事が出来ませ 

んでした。 

また、情報発信として「ロータリーの友」を活用して 

他クラブや世界の活動を例会を通じて行う予定でしたが、 

満足な事が出来ませんでした。 

会員の皆様には拙い小生に御支援御協力頂きました事 

に感謝申しあます。 

◆シンギング委員会 小林 誉典 委員長 

１年間、元気よく、をモットーに前に立たせて頂きま 

した。姿勢よくし、大きく腕を振ったつもりですが、歌 

詞が対面にないもので、正面のまま歌えなかったのが残 

念でした。手元に歌詞のコピーを用意すれば良かったと、 

今更ですが反省しております。 

この役を指名頂いてから始めて、バースデイソングが 

３拍子であることを知りました。皆さんにも指揮の違い 

を解って頂けましたでしょうか。 

１年間ご協力有難うございました。



◆ニコニコ箱委員会 堀部 邦夫 委員長 

今年度も皆様方におかれましては、会員数減少にもか 

かわらずニコニコ箱に御協力、ご支援を頂き有難うござ 

いました。 

半ば半強制的な取立てにもかかわらず、気持ちよく目 

標額に近い資金を集めさせて頂けたことに大変感謝して 

おります。これも一重に会員の皆様が常に感謝の気持ち 

を持たれ、また、会員諸氏の地域社会への貢献意欲の高 

さを表わすバロメーターと考えております。短い一年で 

ありましたが、皆様の御協力本当に有難うございました。 

◆国際交流平和委員会 橋本 正幸 委員長 

国際奉仕委員長の方針により姉妹クラブとの交流が行 

われ、台湾雙溪ロータリークラブと姉妹クラブ締結調印 

に同行しました。また、次年度開催される１５周年記念 

事業の打ち合わせを行うとともに交流を行いました。 

国際交流平和委員会としては、「姉妹クラブ、友好クラ 

ブ」について勉強したいと考えていましたができません 

でした。 

また、前年度のポリオ撲滅のためのキャップ収集を行 

いたしました。この活動については、次年度以降も実施して頂きたいと思います。 

◆ロータリー財団委員会 山中 政治 委員長 

2009～20010 ロータリー財団委員長としての任務を 

全うすべく努力してまいりました結果、会長を始め役員 

理事、会員の皆様に支えられて、成果を収めることが出 

来ました。 

ロータリー活動とロータリー財団は、車の両輪のよう 

なものです。 

昨年の 11 月のロータリー月間におきましては、ポリオ 

プラスについてのＤＶＤを放映させていただきました。 

①年次寄付 ￥13,000／人 

②ポリオプラス撲滅寄付金 ￥4,000／人を寄付頂きまして有難うございました。 

恒久基金 ベネファクター（大口寄付者＄1,000）は、当クラブでは在籍者中 10 
名に達しております。



尚、本年、3/29 日（月）3/30 日（火）当クラブに於きましては、研究グループ交 

換（ＧＳＥ―Group stady Exchange）のプログラムに参画し、アメリカ テキサス 

州から、クリス・ミアリーを団長とする、Ｍrs.ミッシエル セルバンテス Ｍｒ．ジ 

ェーシー シユメイル Miss.キャスリーン ラモス Miss.ケイシー マッカーテ 

ィ Ｍr.ブライアン マックマス 総勢６名を迎え、大阪ガス科学館を初め、例会訪問 

お茶会・パナソニック見学と諸行事を行ってまいりました。 

最後に、今年 1 年間ロータリー財団活動プログラムに、快く協力頂きました皆様に 

感謝いたします。 

◆米山奨学委員会 植田 恭平 委員長 

ロータリー米山奨学事業は、国際平和の一つの事業と 

して外国人留学生に対する奨学金制度を支援する国際奉 

仕活動であります。日本最大の民間奨学金事業の主旨目 

的を再度、会員の皆様方と理解し確認した上で皆様のご 

協力を頂き、当初より計画していた奨学金を集めること 

が出来ました。皆様のご協力に感謝いたします。 

次年度も引き続き主旨をご理解頂き、ご協力頂きます 

様よろしく申し送ります。 

◆インターアクト委員会 田川 和見 委員長 

春の新型インフルエンザで新入生歓迎会も春から秋に 

変更になりました。 

新入生歓迎会は、八尾野外活動センターで植樹を行い、 

カレーを作り食べました。 

８月の海外研修がなくなりましたが、洋食のマナー勉 

強会をし、生徒との親睦を深めることができました。 

また、今年６月の新入生歓迎会は堺の羽衣野外活動セ 

ンターで公園の散策やバーベキューをして、他校の生徒 

との友愛を深めることができました。 

ただインターアクトのメンバーが９人に減っており、 何とか増えることを願ってお 

ります。



◆会 計 中原 毅 会員 

本年度会計を担当させていただいて、皆様のご協力の 

もと何とか無事終えることが出来ました。ただ会員数減 

少の中で現状のクラブ運営を維持するためには予算編成 

が大変厳しい状況になってきました。そのため今年度は、 

本会計の収支が合わず誠に申し訳なかったのですが、会 

員の皆様にご負担かけざるをえない状況になってしまい 

後期の会費を１万円増額とさせていただきました。 

また米山奨学とロータリー財団の特別寄付は例年であ 

れば寄付金の一部を本会計に繰り入れておりましたが、本来の主旨に戻り今年度は寄 

付額の見直しを図った上で全額寄付をさせていただきました。 

次年度への引継ぎとしては、 会員数減少という現状の中で経費全般の見直しを図る 

必要があると思います。また同時に、会員数に応じたニコニコ会計の予算と事業計画 

の見直しも早急に検討していかなくてはならないと思います。 

決算報告につきましては次年度の理事会の承認を得て、 皆様にご報告をさせていた 

だきます。一年間御協力有り難うございました。 

◆Ｓ.Ａ.Ａ 大東 弘 会員 

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、皆様のご協力のもと、一年間Ｓ 

ＡＡを務めさせていただきました。 

年度当初は、時間に気をとられて、単純なミスを繰り 

返して皆様方にご迷惑をおかけした事もありましたが、 

３月３０日のＧＳＥメンバーを迎えての例会など、皆様 

方のご協力のもと、今日この例会で本年度４４回目の例 

会を無事終える事が出来ました。本当に有難うございま 

した。 

反省点といたしましては、私もここに座って初めて気付いたのですが、例会中の私 

語がよく聞こえるんです。会長の時間中、谷中会長が二度ほど注意されましたが、本 

来はＳＡＡの職務であり会長にご迷惑をかけてしまいました。 

今後は、皆様ひとりひとりの気配りをお願いいたします。 

一年間有難うございました。 

２０１０～２０１１年度の集合写真を 

７月６日（火）例会終了後に撮影いたします。 

上着・ネクタイ着用で起こし下さい。


