
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話（6 月 21 日） 

次週の予定（7 月 6 日） 

先週の例会報告 

ロータリーソング 

「 日も風も星も 」「 四つのテスト体操 」 

・宮城県 仙台港、塩釜、石巻 

 岩手県 陸前高田、釜石の同業者を 

 激励と見舞いに行ってきました  中原  毅 君 

・早退お詫び           大西 寛治 君 

・早退お詫び           成田 隆志 君 

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 28 日   No.2118   H23.6.21 (No.2117の例会記録) 

ニコニコ箱 

◆ 出席報告（6月 21日分） 

会員数  45名 出席数 36名 欠席者  3名 

特定免除  6名 その他免除  0名 

出席率 92.31％ 

 

前々回 6月 7日分 

ホームクラブの出席者 39名   100.00％ 

メークアップの結果  39名 

特定免除  6名  その他免除   0名 

欠席者    0名  修正出席率  100.00％ 

「 今年度の実績報告と反省 」 

会長・幹事 

「 新年度の方針発表 」 

会長・幹事・五大奉仕委員長 



 

 

 

皆様、こんにちは。 

梅雨の後半です。体調はいかがですか。 

この会長の時間も最後となりました。 

本日は「ロータリーとは何か」という

お話をして終わりたいと思います。 

 ロータリーの終局の目的は人間関係

を改善することによって、よりよい社

会をつくり、平和な世界を築くために

貢献することにあると思います。 

 その人間関係の改善のためには一人一人の人間の善意を呼び起こし、奉仕の理想を

発揚する必要があります。 

 そして、この奉仕の精神は人間同士が深い信頼と友情によって結ばれた時に、はじ

めて発揚出来るものですから、ロータリー運動の出発点は親睦活動によることを確認

します。この親睦の実を最も効果的に上げる方法として、職業分類による一業一人の

会員制によってクラブを組織します。そして例会出席によって親睦が生まれ、それか

ら奉仕の理想が高揚されるのですから、例会の一時間は楽しみながら訓練を受けられ

るロータリー独特の集会ということが出来ます。 

 こうして生まれた奉仕の精神を実践に移すにあたっては、会員の誰でもが職場とい

う身近な舞台を持っています。ここに職業奉仕が生まれます。しかもこの職業奉仕こ

そがロータリーの本質であり、また社会奉仕、国際奉仕の出発点となります。 

ただ留意したいのはロータリークラブが行う奉仕活動は、それ自体が目的であるとい

うよりは、むしろ、ロータリアンに奉仕の実地訓練をさせるためのものである、とい

う点です。したがってロータリークラブは奉仕団体とみるより、奉仕を志す者の集ま

りで、これら同志に奉仕を実践する勇気と便宜を与えるための機関であるといえるで

しょう。 

 国際ロータリーではロータリーの理念を簡潔に説明するものとして次の声明文を

採択しています。すなわち、「ロータリーとは人道的な奉仕を行い、全職業界におけ

る道徳的水準の高揚を奨励し、全世界に善意と平和を築くために、国際的に結ばれた

職業人の団体である」と。 

 

 

 

 

加藤 敏明 会長 会長の時間 



 

 

 

◎社会奉仕委員会                   植田 恭平 委員長 

 

拝啓 初夏の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素は当組合に対して格別のご厚誼を賜り、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す。 

お陰様で関シ協におきましては、平成 20 年 7 月から今日まで累計 689,672 個のキ

ャップを収集することが出来まして、換算すると 862.1 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。今後ともご協力よろしくお

願い申し上げます。まずはとりあえず書中をもってお礼申し上げます。 

平成 23 年 5 月 24 日 

関西シーリング工事業協同組合 

理事長 松下 公俊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

「 六月や 峰に雲置く 嵐山 」 

        松尾芭蕉 
 
炎天の六月、新緑鬱蒼たる嵐山の山頂に、 
雄大な入道雲がどっかりと居座って動かず、 
万象寂として静まり返っている。 
季語：六月（夏） 
 



 

 

「  今 年 度 の 実 績 報 告 と 反 省  」 

 

 

◆会 計                          大東 弘 会員 

 

年度当初、本年度予算を組む時に４名の新入会員を見込む

と同時に食事費の削減などで昨年より－1,300,000 円減の

13,506,000 円の一般会計予算額とさせていただきスタートし

てまいりました。 

会員拡大につきましては、５月に入会いただいた空門君の

１名であり、大変厳しい会計内容になってきております。最

終的には６月末日で決算を行い、８月の理事会で承認をいた

だき週報に掲載させていただきます。 

一年間、会計をする中で、今、我が大東ロータリークラブでは会員増強はもとより、

運営面での見直しが急務であると実感いたしました。会員各位におかれましても会務

運営の現状をご理解いただき、今後共のご協力をお願いいたしまして、1年間の報告

といたします。有難うございました。 

 

 

◆ロータリー情報委員会                 藤本 和俊 委員長 

 

本年度 8月の情報集会、1月の卓話そして 5月入会の新入会

員オリエンテーション等を通じて、基本的な情報を提供して

きましたが、「ロータリーの基本からもう一度しっかり見て

いこう」の方針テーマのもと、会長の時間にかなりロータリ

ー情報を提供して頂き、おおいに助かりました。 

有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

先週の卓話 



◆規定委員会                      樋口 秀和 委員長 

 

今年度、きて審議会で審議され承認された案件が通知され

てきました。標準定款・細則に基づき、当クラブの定款・細

則を改訂いたしました。 

大きな変更点は、次の項目であります。 

Ⅰ．定款 

 第 ５条 四大奉仕部門を五大奉仕部門としまして、奉

仕の第５部門 新世代奉仕としました。 

 第１０条 理事及び役員 

      第４節 役員 直前会長を追加しました。 

その他の条文については、加筆訂正しました。 

Ⅱ．細則 

 第 ２条 理事会 直前会長を追加しました。 

 第 ３条 指名委員会 

     （ｂ）直前会長を追加しました。 

 第 ９条 委員会 

      第１節（ａ）新世代奉仕委員会に変更しました。 

      第 10節   新世代奉仕委員会としました。 

その他の条文については、加筆訂正しました。 

 

上記項目について、追加した当クラブの定款・細則の改正案を理事会に報告し、審

議され承認されましたのでクラブ会員総会で説明したのち決議されましたので、新し

い定款・細則を全会員に配布させて頂きました。 

 

 

◆親睦活動委員会                    田川 和見 委員長 

 

今年度、加藤会長が規律と楽しい例会という所から、原点

に戻り朝の挨拶は入口で並んで対応しました。誕生月花の説

明を杉原会員にお願いし、3週目の席替え、4週目は 4人席で

は無く、8人席と工夫をしました。 

秋の家族会・クリスマス家族会では、親睦委員の皆様には

色々とお世話になり有難うございました。出来ることなら、

10年～20年後にもう一度親睦委員長をさせて頂きたいと思います。 



◆プログラム委員会                  佐藤 多加志 委員長 

 

会員皆様のご理解とご協力のもと、本年度例会も最終を迎

えようとしています。 

卓話を快諾いただいた会員の皆様、有難うございました。

実感した事ですが、本年４６回の例会開催において、例年慣

例テーマ・家族会事業、並びにロータリー月間等を除くと２

２回のプログラムとなりました。 

快諾頂いた会員・拒まれた会員も居られ、入会浅い小生に

とっては？の部分もございました。新年度がスタートするまでに整え、後は止むに得

ぬ場合の「緊急要因」ですがこれも如何かと思います。 

反省と課題としてはプログラム委員会（長）肝煎の例会、著名なゲストスピーカー

等を招いての卓話も検討してみてはとか、卓話と「ニコニコ」連携など、一工夫出来

たらと感じました。 

 

 

◆会報委員会                      小林 誉典 委員長 

 

毎回の原稿の提出にご協力頂きありがとうございました。

おかげ様で、会報の編集に滞ることなく、無事発刊する事が

できました。又、広報委員会には写真撮影のご協力ありがと

うございました。映像が多い、見やすい紙面になって良かっ

たと思います。 

今期は、毎回覚えておきたい有名な俳句を掲載させて頂き

ました。昨年、高校の同窓会で、明治大学教授で俳人の夏石

番矢さん（君）に会ったのを思い出しまして、多忙な毎日で季節の移ろいも、感じる

ことの少ない日々ですから、せめて有名な俳句を詠んで、一服の清涼剤にでもなれば

と、思いましたが、如何でしたでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 



◆広報委員会                      木村 克己 委員長 

 

本年、初めて委員長という担いを頂き、広報委員長として

一年間活動して参りました。 

例会はもちろんの事、各イベントには積極的に参加し、「広

報のネタ」としての写真記録を可能な限りたくさん残す事が

できました。このネタを元に事務局鍛治澤さんや各委員長の

御協力で、HP や週報、卓話などを通じて会員の皆様にも色ん

な場面でご覧頂けたと、思っております。 

但し、本年度加藤会長が掲げられた、「広報活動を利用して外部に向けて発信する」

という部分は弱かったと反省しております。 

一年間、ご協力ありがとうございました。 

 

 

◆雑誌委員会                      福富 經昌 委員長 

 

「ロータリーの友」の配布時に、委員長の独断と偏見によ

る‘今月の読みどころ’を委員会報告の時間を利用させてい

ただき、ご紹介をしてきました。 

会員の皆様の講読の一助となりましたでしょうか。ロータ

リーの理解を深め、会長の年度活動方針でありました「基本

からもう一度しっかり見ていこう」を実現するために会員の

皆様一人ひとりに少しでもお役に立てていただけましたでしょうか。 

反省点は、投稿原稿を一編も収集出来なかったことです。次年度は、是非とも、当

クラブの種々活動を広報していただければと思います。 

 

 

◆シンギング委員会                   髙田 眞吾 委員長 

 

例会の始まりに歌うロータリーソング。その週の例会が楽し

く、元気に開催される様にと思いながら指揮棒を振らせて頂き

ました。最初のほうは、ちょっと恥ずかしさが有りましたが、

時を重ねる内に指揮をしながら大きな声で歌えたと思います。

４つのテストも歌いながら運動すると、リフレッシュできる事

を実感しました。 



バースデイソングが三拍子であることを小林前委員長からお聞きして初めて知り

ました。 

反省としましては、全てのロータリーソングを事前に楽譜や歌詞を準備しておけば

良かったかと思います。 

１年間、大変貴重な経験になりました。ありがとうございました。 

 

 

◆ニコニコ箱委員会                   杉原 巨峰 委員長 

 

クラブ運営の大きな役割を持つニコニコ箱ではありますが、

先週までの達成率は約８０％となっております。 

半期の折り返し地には５０％を達成してのスタートとなり、

又後押しして下さるかのように、１月１８日の藤本ロータリー

情報委員長の卓話の際にはニコニコ箱への起源や重要性を大変

興味深くお話して頂いたものの後半での伸び悩みは私自身上手

く活用できず、報告係りに終わってしまったことに反省しております。残された２回

に少しでも目標額に近づき、役割を終わらせて頂きたいと思います。 

１年間、皆様のご協力誠にありがとうございました。 

 

 

◆ロータリー財団委員会                  髙島 登 委員長 

 

今年度も多額のご寄付をいただき有難うございました。特別

寄付￥15,000／人、ポリオプラス僕別寄付金￥4,000／人をＲＩ

へ送金させて頂きました。 

今年は、ＧＳＥ根幹留学生をホストクラブとして受入れる予

定でしたが、震災の影響で延期となってしまい残念です。ご協

力頂いた皆様に感謝いたします。 

 

 

 

 

 

 

 



◆米山奨学委員会                    堀部 邦夫 委員長 

 

ロータリーの中の数ある委員会の中で、「こんなにやりがい

のある会はない」と大西次期会長の発声の元に、昨年７月次期

委員長杉原会員と相談しカウンセラークラブを引き受けること

になりました。 

平成になってからの米山奨学生の受入は、江原会員・谷中会

員・樋口会員・清水会員と続き、最新では８年前の小笠原会員

が中心となり継続されてきました。 

３年前より米山学友の里帰り訪問を推進するようになり（ホームカミング制度）、

より心のこもった支援ができる様になりました。良く言われることですが、現在日本

に居る留学生はまさに無名の若い外交官であります。今回ミャンマー出身のピューピ

ュートゥェさんを当クラブで引き受けることが出来ました。彼女の日本での留学生活

が心豊かになるよう応援して行きたいと考えています。 

会員の皆様の更なるご支援、ご協力何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

 

◆インターアクト委員会                 中野 秀一 委員長 

 

本年度のインターアクト委員会は、２６６０地区年次大会、

新入生歓迎会が大阪桐蔭中学高等学校の幹事校となっておりま

したが、提唱する大東ＲＣとして皆様には多数御参加いただく

など多大なるご負担をお掛けいたしましたが、無事に事業が出

来ました事、心より感謝申し上げます。又、早朝清掃活動にも

担当委員長として参加するなど、生徒諸君と交流を深めながら、

インターアクター達には地域社会への奉仕や国際理解を深める海外研修活動を通じ

て、人間性豊かな人材育成に寄与出来たのではないかと思います。 

反省点としましては、２６６０地区への委員出向も兼ねておりましたが、幹事校・

ホストクラブと他校・他クラブとの綿密な連携による事業の実施が上手く機能してい

なかったように思います。又、事業の企画・立案・実施におけるインターアクター達

の自主的な発想がどれだけ尊重出来ていたのかという点においては今後の課題であ

ると同時に、次年度は自立した活動が出来るようサポートしたいと考えています。 

 

 

 



《今年度事業報告》 

７月 ５日  早朝清掃活動 

７月１６日  大阪桐蔭ＩＡＣ例会に参加 

８月 ６日～ 海外研修 韓国ソウル市 

９月 ３日  早朝清掃活動 

９月２６日  ２６６０地区年次大会（大阪桐蔭 幹事校） 

６月 ５日  新入生歓迎会 生駒山ろく公園にて（大阪桐蔭 幹事校） 

その他、東日本大震災義捐金募金活動など 

 

 

 

 

 

 

２０１１～２０１２年度の集合写真を 

７月５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。 

     ２０１０～２０１１年度 
    第３回クラブ協議会のお知らせ 
 

日  時： ２０１０年６月２８日（火）例会終了後～ 
場  所： 市民会館 ４階 大会議室（例会場） 
 
＊ご都合の悪い方は、副委員長の出席をお願い致します。 


