
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話（6 月 21 日） 

次週の予定（6 月 28 日） 

先週の例会報告 

ロータリーソング 

「 それでこそロータリー 」「 四つのテスト体操 」 

  後面に記載 

２０１０年～２０１１年度 

国際ロータリーのテーマ 

地域を育み 

大陸をつなぐ 

 

 レイ・クリンギンスミス 

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 加藤 敏明 
■幹 事 中原  毅 
■会報委員長 小林 誉典 

◆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？ 
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平成 23年 6月 21 日   No.2117   H23.6.14 (No.2116の例会記録) 

ニコニコ箱 

「 今年度の実績報告と反省 」 

会長・幹事 

◆ 出席報告（6月 14日分） 

会員数  45名 出席数 41名 欠席者  0名 

特定免除  4名 その他免除  0名 

出席率 100.00％ 

 

前々回 5月 31日分 

ホームクラブの出席者 36名   97.74％ 

メークアップの結果  37名 

特定免除  7名  その他免除   0名 

欠席者    1名  修正出席率  97.37％ 

「 今年度の実績報告と反省 」 

各委員長・会計・ＳＡＡ 

 ゲスト   米山奨学生 ピューピュートゥエ さん 



 

 

 

皆様、こんにちは。 

 梅雨真っただ中、一年で一番体に悪い季

節です。体を十分に動かして汗をかき、汗

をかき、声を出して乗り切って下さい。 

 さて、今回はスポーツで大事な言葉「身

法」についてお話致します。 

 身法とは構えである。構えの根本はどう

かと言えば、これも我々が生まれながらにして本当の構えの極意を持っている。 

丁度満 1 年くらいの赤ちゃんが、暫らくヒョコヒョコと立つあの姿。あれが「身法」

で、自然体であります。 

 非常に中心がとれている。足が自然に横に開き、今の体操でいう、休めの姿勢。変

化のできる姿勢。スポーツでの極意はここにあります。 

 講道館柔道の嘉納先生は、古式の形の中にこのように立つ姿勢をとっておられます。

赤ちゃんの立つ姿の自然体。それが身法の根底で、教えられなくても誰でもが持って

いる極意で、スポーツの自然体です。教えられなくても自分が生まれながらにして持

っているものであるから、自分で鍛えればいいのであります。 

 最後に、なるほど自然体が良いのだと悟るのであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加藤 敏明 会長 会長の時間 

「 ほととぎす 鳴く鳴く飛ぶぞ 忙はし 」 

松尾芭蕉 
 
時鳥は夏の到来を告げる季節の鳥。鳴いては飛び立ち、 
飛び立っては又鳴く。季節の移り変わりのせわしさを 
時鳥のせわしさに知る。季語：ほととぎす（夏）  
 



 

 

◎ニコニコ箱委員会                  杉原 巨峰 委員長 

 

・結婚記念日自祝         中村 眞也 君 

・結婚記念日自祝         空門 満也 君 

・第３回ゴルフ終了。ご協力有難う      樋口 秀和 君 

・ゴルフコンペ優勝。有難うございました     成田 隆志 君 

・田川委員長お疲れさまでした。熊本最高     大矢 克巳 君 

・親睦委員長 有難うございました 感謝     橋本 正幸 君 

・親睦の皆様 有難うございました 感謝     田川 和見 君 

・田川委員長１年間ご苦労様でした 

 楽しかったです。行きましょうね、やりましょうね  佐藤 多加志君 

・田川委員長１年間有難うございました 感謝      木村 克己 君 

・親睦委員長１年間有難うございました 感謝      東村 正剛 君 

・田川委員長 楽しかったです 感謝       中嶋 啓文 君 

・早退お詫び     大川 真一郎君  木田 眞敏 君 

・早退お詫び     成田 隆志 君  髙田 眞吾 君 

・メークアップ無しお詫び            松原 清一 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 



 

 

「  今 年 度 の 実 績 報 告 と 反 省  」 

 

 

◆クラブ奉仕委員会                   木田 眞敏 委員長 

 

この委員会には、１２の委員会が含まれ、担当はクラブの副会長が行います。 

本年度ＲＩテーマは「地域を育み大陸をつなぐ」でありました。世界を見渡すと、

リーマンショックによる世界大不況以来いろいろな問題を抱えています。 

我々ロータリアンの会員の減尐にストップをかける政策も必要であります。 

本年度、加藤会長の方針であるところの 

(1) 会員増強と退会防止 

(2) 例会出席率の向上 

(3) 規律正しく、楽しいロータリー 

(4) 広報活動の活用 

(5) ロータリーの原則の重要性を再認識してもらう 

(6) 地区大会への全員参加 

今日の大東ロータリークラブには無くてならない基本方針であります。 

今年度は私の早退が多く方針通りに行かなかった事、会員の皆様には深くお詫び申

し上げます。 

 

 

 

◆職業奉仕委員会                    小川 芳男 委員長 

 

職業奉仕月間の担当卓話は、保健所の薬事課 課長に薬物

乱用防止運動に関連して講演をして頂きました。例年、当ク

ラブの重要な事業の一つになっており、他の事業・卓話との

調整の結果当委員会が担当することになりました。毎年マス

コミ等で取り上げられ話題になる薬物乱用問題に対し知識を

深め、今後の運動をサポートするための力の蓄積になったと

思います。 

同日夕刻に情報集会を開催し先輩メンバーから、職業奉仕に対する思いを話しても

らい、後、親睦を深めました。また例年この職業奉仕月間に行っている、堀部先生の

先週の卓話 



好意によりドック（脳ドックを含む）を開催しました。今年は、眼科の小林先生にも

無理を言って参加してもらい眼科の定期健診も行いました。健康は、すべての基礎で

ありクラブ・会員の大事な行事となっております。 

４月５日職業奉仕委員会主催の家族会が予定され、薬草園の見学および酒蔵元を見

学、試飲、試食を計画しておりましたが、東日本大震災及び大津波の大惨事発生にと

もない、理事会決定を受け当該予算を義援金とし、事業を中止することと決定いたし

ました。犠牲者のご冥福をお祈り申し上げますと伴に、被災者のみなさまにおかれま

しては、一日でも早く復興されることをお祈り申し上げます。 

 

 

 

◆社会奉仕委員会                    植田 恭平 委員長 

 

年度初めに事業計画に掲げた目標は、ほぼ達成できたと考

えております。大東市民祭り以後、私自身が体調を崩し、橋

本副委員長始め皆様にご迷惑をおかけしたことをお詫びいた

します。特にＩＭのわが町自慢においては随分お世話をかけ

ました。私自身も資料を集め準備をしていただけに残念です。

又機会があればクラブで発表したいと思います。中途半端な

活動になってしまった事をお詫びし報告に代えたいと思います。有難うございました。 

 

 

 

◆国際奉仕・世界社会奉仕委員会             中村 眞也 委員長 

 

《雙溪ロータリークラブ創立２０周年式典への参加》 

平成２３年２月１９日（土）ウエスティンホテル台北 

加藤会長をはじめとする総勢１３名で参加。 

 

《ＷＣＳ事業》 

 台湾桃園栄民病院へ 電動ベッド１６台寄贈 

 ２６６０地区 大東ロータリークラブ 

 ３５２０地区 台北雙溪ロータリークラブ 

        台北清溪ロータリークラブ 

 １７２０地区 法國杜爾ロータリークラブ 



 事業費内訳 

 ３５２０地区 ＤＤＦ  ＄６,５００ 

 大東ＲＣ 現金  ＄３,０００ 

 台北雙溪ＲＣ 現金  ＄１,０００ 

 台北清溪ＲＣ 現金  ＄１,０００ 

 法國杜爾ＲＣ 現金  ＄５,０００ 

 ロータリー基金   ＄１１,５００ 

 雙溪ＲＣ PP Designer  ＄１,０００ 

 合 計    ＄２９,０００ 

 

東北地方太平洋沖地震への義援金として、雙溪ロータリークラブから約６１０万円

の振込みを頂きました。５月１１日に国際第２６６０地区へ振込みをし、地区より感

謝状を頂き雙溪ロータリークラブへ送らせて頂きました。 

 

 

 

◆青尐年奉仕委員会                   橋本 正幸 委員長 

 

青尐年の健全育成のための援助を、小学生を対象とした尐

年野球と中学生を対象とした剣道大会、小中学生の弁論大会

に援助を行いました。 

課題といたしましては、事業の見直しや中長期的な観点か

ら奉仕活動の再検討、予算の活用について検討をしました。 

《実施事業》 

 第２６回四條畷警察署管内中学校対抗剣道大会 ７月２２日（木） 

 大東ロータリー旗争奪青尐年野球大会 ９月５日（日）開会・２０日（祝）決勝 

 大東市小中学生弁論大会 １1月１９日（金） 

《継続事業の見直し》 

・剣道大会 

（現状）最終学年の生徒は、８月に行われる大阪府大会で中学生活のクラブ活動を終

えることになる。生徒は、夏休み直後の今大会は大阪府大会前の大会となり、

実力を試す大会でもあることから期待が大きい。指導者としても、今大会で

チームの気運を高め大阪府大会に臨みたいと考えています。剣道部員が毎年

減尐傾向にあることから、費用対効果としては期待できないと思われる。 

（課題）参加者を増やすため、クラブチームの参加を検討。予算削減。 



・野球大会 

（現状）今大会の決勝進出チームが大阪府大会に出場することになっている。児童も

この大会を目標に夏の練習を行っている。指導者は、この大会で夏の練習の

成果を見て、秋の大会に向けての指標となる大会になっています。 

参加チーム数は、１２チームで変更はありません。チームに入部するには保

護者の参加が必要です。部員数は４００人を超えています。 

・弁論大会 

（現状）市内の全中学生と小学校６年生による弁論大会です。 

《負担軽減》 

・剣道大会 

開催日が７月となることから、年度をまたぐ準備作業となります。今年度から当該

年度の担当者が準備を行い、次年度に引継ぐこととしました。 

予算について 

３事業の予算配分について検討した結果、剣道大会３０万円、野球大会と弁論大会

が１０万円であることから、剣道大会の予算を削減することとしました。 

剣道大会の参加賞を削減し、審判員の謝礼削減を行い１０万円の削減を行いました。 

《反省 》 

・剣道大会 

大会中の傷害保険に入っていないことから、次年度以降は検討することとしました。 

教育委員会に青尐年が取り組むスポーツについて、資料の提出を求めていますが、

まとめられていないことから検討できませんでした。 

事業開催にあたり多くの会員の皆様方に参加、協力をして頂きまして、有難うござ

いました。 

 

 

 

◆職業分類委員会                    木田 眞敏 委員長 

 

会員増強に努め退会者を出さない様努力し、会員選考委員会との連携を密に図り理

事会において十分な審議ができる様本来は準備するのがこの委員会の役割でしたが、

今年度は中々上手く行きませんでした。来年度は、会員の方々の意見をどんどん取り

入れて頂きたいと思います。 

 

 

 



◆会員増強委員会                    清水  修 委員長 

 

本年度は１名の増強が出来ホッとしています。そして、退

会者が居なかったことは誠に有り難い事であります。 

又、７月から１名の入会者が予定されており、今後とも会

員増強にご協力お願いいたします。有難う御座いました。 

 

 

 

◆出席委員会                      中  恒夫 委員長 

 

本年度はホームクラブ出席率 100％が３回、修正出席率

100％が１９回となり、会員一人一人の出席の義務が定着しつ

つあるのではないかと思います。 

また、当日の欠席、早退(ニコニコ)で欠席したりがまだま

だあります。欠席したときは、必ず他クラブへのメ－イクア

ップを行うことが修正出席率 100％に繋がります。今一度会員

の皆様には、出席義務を認識して頂く事をお願いいたしまして、報告とさせていただ

きます。一年間有難うございました。 

 

 

 

 


