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◆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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Peace Through Service ‐

２０１２年～２０１３年度

奉仕を通じて

国際ロータリー会長

国際ロータリーのテーマ

平和を

カルヤン・バネルジー

平成 24 年 7 月 3 日

No.2165

（7 月 3 日）

今週の卓話

H24.6.26. (No.2164 の例会記録)

ビジター

「新年度の方針発表」
会長・幹事・四大奉仕委員長

（7 月 10 日）

次週の予定

塩釜東ＲＣ会長 日野 勝博 氏
佐々木 正樹氏
鈴木 平勝 氏
赤間 一司 氏
狭間
識 氏
吉木 由美 氏
小梛 敏文 氏

「新年度の方針発表」
各委員長・会計・ＳＡＡ

ロータリーソング

先週の例会報告
◆ 出席報告（6 月 26 日分）

「大東ロータリーソング 」「 四つのテスト体操 」

会員数

ニコニコ

特定免除

45 名 出席数 39 名 欠席者 2 名
3 名 その他免除

1名

箱

出席率 95.12％

裏面に記載

前々回 6 月 12 日分
ホームクラブの出席者

36 名

92.30％

メークアップの結果 38 名
特定免除
欠席者

5名
1名

その他免除

1名

修正出席率 97.43％

会長の時間

大西

寛治 会長

本日は２５２０地区塩釜東ロータリークラブか
ら大勢の間が例会に来ていただきました。
日野会長におかれましては先週の例会に続きよう
こそお越し頂きました。有難うございます。この後、
大阪城、明日は奈良方面の観光をして頂きます。２８
日から先週頂きました感謝状を台湾双溪ロータリー
クラブにお届けに行きます。大阪に来て頂いたからに
は、是非大阪名物のコナモン文化を味わってください。
大阪と言うより関西を代表するコナモンはお好み焼
きと、たこ焼き、イカ焼きが有ります。今日は大阪名
物たこ焼きの話をしたいと思います。
たこ焼きが広がり始めたのは、戦後の食糧難も終息し、屋台があちこちに出来た１９
５５年頃でした。昔から大阪湾でよく蛸が取れ、蛸独特の弾力と味に昆布だし風味が融
合し、関西人の舌を満足させたと思います。
一家に一台、たこ焼き器が有りますかと聞いたところ９０％の家庭が有ると答え
ました。ある理由は、欠かせない必需品だから４６％、子供の子頃にあったので自
然と２５％、代々受け継がれている３％、その他が２６％です。たぶん塩釜東の方
には理解できない数字かもわかりません。家庭のたこ焼き機器の普及で、普段は家
を空けがちなお父さんが週末には自ら焼いてくれるので子供は大喜び、材料を用意
すればよいだけ、とお母さんに歓迎され広がっていきました。
人に見せて焼くパフォーマンスと、焼きながら食べられ、遊び心を刺激する処も
人気の秘密でしょうね。各家庭にはそれぞれの材料と焼き方が有ります。我が家で
は、市販のたこ焼きの粉の水分で硬さを調節します。具材はしょうが、ネギ、干し
エビ、天かすと蛸が基本で後のトッピングはチーズ、おもち、こんにゃくが普通だ
と思います。外カリカリ中柔らかいたこ焼きの隠し味は無糖プレーンヨーグルトと
焼きあがりに又油を引き２度焼きするのがコツです。好みで、たこ焼きソース、花
かつおか粉カツオ、青のり、マヨネーズをかけて頂きます。是非とも、大阪の庶民
の味を堪能して帰ってください。
週報の最終ページに掲載されていました、日本の１００名山も全て掲載されました。
４６回の週報に毎週２～３の名山を毎回掲載して頂きました。週報を見る楽しみ
を与えて頂きました。会報委員長、有難うございました。

委員会報告

◎ニコニコ箱

福富

經昌

委員長

・会長無事終了

感謝

大西

寛治

君

・会長エレクト無事終了

感謝

藤本

和俊

君

・直前会長無事終了

感謝

加藤

敏明

君

・副会長無事終了

感謝

中原

毅

君

・幹事無事終了

感謝

上田

正義

君

・会計無事終了

感謝

小川

芳男

君

・ＳＡＡ無事終了

感謝

中

恒夫

君

・理事無事終了

感謝

髙島

登

君

・理事無事終了

感謝

大東

弘

君

・理事無事終了

感謝

橋本

正幸

君

・理事無事終了

感謝

田川

和見

君

・委員長無事終了

感謝

角井

吉彦

君

谷中

清孝

君

堀部

邦夫

君

福富

經昌

君

松原

清一

君

小林

誉典

君

杉原

巨峰

君

佐藤

多加志君

木村

克己

君

中野

秀一

君

東村

正剛

君

日野

勝博

氏

・感謝

塩釜東 RC

佐々木

正樹氏

鈴木

平勝

氏

赤間

一司

氏

狭間

識

氏

吉木

由美

氏

小梛

敏文

氏

・第２回大阪マラソン・エントリー受付けられました。
目標４時間台でガンバります。 自祝

髙島

登 君

杉原

巨峰 君

・木村親睦委員長、ご苦労様でした。 感謝

杉原

巨峰 君

・池田先輩

・一年間、誕生日花（バースデーフラワー）のコメントのお時間、
頂きましてありがとうございました。 感謝
有難うございました

感謝

佐藤

多加志君

・大西会長や皆様ご苦労様でした

感謝

東野

喜次 君

◎6 月 26 日（火）例会後、第 3 回

クラブ協議会が開催されました。

◎ビジター

塩釜東ＲＣ会長 日野 勝博 氏
鈴木 平勝 氏 吉木 由美 氏
小梛 敏文 氏 狭間

識 氏

吉木 由美 氏 小梛 敏文 氏

先週に続き、塩釜東ＲＣの会長はじめ 7 名の方々がこられ、日野会長には塩釜東 RC の
事、現在の塩釜地区の復興状況につきましてお話ししていただきました。

アライソコケギンポ
（オレンジ）
スズキ目 コケギンポ科
大きさは小指ぐらいです。撮影
した場所は和歌山県南部の沖合
水深１２ｍぐらいの根の上で
す。
根の穴に顔だけ出しています。
ゆっくり寄って行くと逃げずに
写真撮らせてくれます。

先週の卓話

「今年度の実績報告と反省 」

◆会計

小川

芳男

委員長

ここ数年の会員減少が影響し、大変厳しい予算になってきてお
り、本年度は、３名の新入会員を見込んだ、13,236,000 円の一
般会計予算とさせて頂きました。会員増強委員会及び会員皆様
のご努力により４名の入会を頂きましたが、４名の退会が発生
し計増減 0 名という結果でありました。予算の執行に関しまし
ては、各委員会・委員長の現状に対するご理解を頂き、特に職
業奉仕委員会・親睦活動委員会におかれましては、予算作成段
階において前年度に対しての減額予算を了承して頂き、厳しい
予算での委員会運営をして頂く事に成りました。感謝申し上げます。1 年間、会計を担
当させていただき、会員増強は、当然のこととして、会務運営の抜本的な見直しを考
えなければならないように思われ、４５周年にあたる次年度は、F・V・P を含め会計や
一委員会だけでは、対応できにくい状況が想定され皆様のご協力をお願い致しまして
年度末のご報告とさせて頂きます。
1 年間のご協力ありがとうございました。

◆ Ｓ.Ａ.Ａ

中

恒夫

今年度、皆様のご協力を頂いて、一年間 S.A.A の職務を終わること

ができました。
年度始めには、時間調整ばかり気になり、つたない進行でご迷惑を
おかけいたしました。
例会の事卓話時間調整には、会長の時間で調整していただき終鈴を
一度も鳴らす事無くおわれましたのも会長はじめ会員各位のご協
力いただいたおかげと感謝しております。反省といたしましては、
当初、隣の幹事様に大きな声でとお叱りを受け反省いたしております。
本当に一年間ありがとうございました。

委員長

◆幹事
感謝

上田
今年１年大変お世話になりました。又

正義

会員

ご協力・ご

支援いただきまして改めまして感謝申し上げます。幹事を
仰せいただき、ロータリー活動・クラブ内全体・各委員会
活動・理事会・事務局と、入会１６年にして少しは、理解
出来ました事で、これから１ロータリーアンと致しまして
新たな気持ちでクラブ発展の為、微力ではありますが努力
したいと思います。経験された諸先輩達の御尽力が今日の
大東ロータリークラブの発展・継続に繋がっている事に痛
感した１年でありました。
今年度の報告でありますが、昨年６月３０日に当クラブ会
員の植田恭平氏が亡くなられて、７月３日告別式が行われて、幹事として最初の一番
辛い・悲しい心痛の出来事でした。心よりご冥福申し上げます。
７月５日開催の新年度最初の定例理事会には、戸惑う事ばかりでつくづく今まで理事
会に参加していて何を勉強していたのか痛感いたしました。その理事会も今月第６回
目を終了し、スムーズな運営が出来たかどうか理事・役員の皆様方にお詫び申し上げ
ます。ＩＭ３組幹事会に出席させていただき他クラブの活動・運営報告をお聞きしま
すと其々個性が有ることが分かり勉強になりました。３組幹事会でも事業の中心は東
日本震災への災害援助事業でありました。当クラブも、社会奉仕委員会
国際奉仕・世界社会奉仕委員会

橋本委員長

田川委員長の下に塩釜東ロータリークラブを通じて

塩竃市清楽苑・フェリーボート就航（なのはな丸）に義捐金をさせていただき両委員
長並びに会員の多大なる御尽力をお礼申し上げます。忘れてはならないのは我々の姉
妹クラブでもあります台北雙渓ロータリークラブの貴重な義捐金であります。今月末
にご報告・御礼をかねて訪台してまいります。打合せに行きました時の雙渓ロータリ
ークラブにお世話になりいい思い出です。国際交流平和委員会佐藤委員長の素晴らし
い通訳並びに現地でのご指導大変お世話になりました。お礼申し上げます。塩釜東ロ
ータリークラブとの友好関係も深まり今後この友好関係が永く続く事をお祈りしま
す。震災を肌に感じより深く身近な災害と認識をあらたにとの趣旨で、秋の家族が東
北仙台・山形と企画・運営・お世話していただきました親睦委員会木村委員長はじめ
親睦委員会の皆様にも心より御礼申し上げますす。親睦委員会のメンバーには、毎週
例会設営・進行には大変お世話になりました。ＳＡＡの中会員にも毎回例会進行に気
を使っていただきましてお礼申し上げます。クリスマス例会も御尽力いただき大変楽
しい思い出となりました。木村会員の結婚式は最高でした。又毎回週報に日本１００
名山が掲載され毎週楽しみでした。北本委員長の趣味と実益を兼ねたアイディアに敬
服いたしました。広報委員会の東村委員長も写真撮影を休会なく記録していただきク

ラブ広報・情報発信をしていただき感謝申し上げます。
杉原会員が毎月誕生日の花の説明も楽しく・参考になりました。ありがとうございまし
た。大きな身体で細いタクトを振って楽しい例会の始まりを作っていただきましたシン
ギング委員会大矢委員長１年間ご苦労様でした。この様なプログラムを計画・作成・進
行していただきました堀部委員長にもお礼申し上げます。又財政厳しいおり率先してニ
コニコ箱委員会委員長として寄付金を集めていただきました福富委員長にもお礼申し
上げます。この様な厳しいクラブ財政を会計としてご苦労されました小川委員長ありが
とうございました。毎週出金表に捺印ご苦労さまでした。職業奉仕委員会の高島委員長
淡路島の線香作り見学・美味しい鯛料理ありがとうございました。又スリランカよりＧ
ＳＥでこられた方と奈良見学に行きました事も楽しい思い出であります。ロータリー財
団委員会松原委員長ご苦労様でした。米山奨学委員会杉原委員長ピユーピユートゥエさ
んのお世話はありがとうございました。奥様並びに田川会員・堀部会員サポートありが
とうございました。当クラブの対外的継続事業を取組まれ開催されました新世代奉仕委
員会大東委員長ご苦労様でした。お礼申し上げます。インターアクト委員会中野委員長
地区に出向され地区副委員長として大東ロータリークラブの顔となりご尽力いただき
誠にありがとうございます。又大阪桐蔭インターアクトクラブと共に弛まなく地道にロ
ータリー精神で活動されました事は驚愕の極みであります。この他各委員会委員長並び
に委員の皆様方のご協力をいただきました事心よりお礼申し上げます。
本年度は４人の新入会員が入会されました事も非常に嬉しく・ありがたく思います。
会員が増える事はクラブの活性化・継続に繋がり大西会長のスローガン（楽しい例
会・仲間に会える楽しみ・奉仕の出来る喜び）であります事になるかと思います。
今年に入り４月末で事務局員が交代となり、募集・採用・など追われましたが、何と
かクラブ運営に支障なく終われました。来期は創立４５周年を迎えるにあたり事務局
の仕事も大変ですが、まだまだ不慣れでありますので皆様方のあたたかいお気持ちで
ご指導・ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。
最後になりましたが、大西会長はじめ、先輩諸兄・会員の皆様には、行き届かないと
ころばかりで大変御迷惑をお掛けしました事心中よりお詫び申し上げます。誠に１年
間お世話になりましてありがとうございました。

◆会長

大西 寛治 会員

本本年度ＲＩカルヤン・バネルジー会長のテーマは「心の中を見つめよう博愛を広げ
るために」でありました。ロータリーの奉仕に３つの強調事項に力を注いておられま
した。第一に、強い家族を築くこと。第二に私たちが一番得意とすることを継続して
いくこと。第三に変える必要が有ることは変えると発表された。２６６０地区岡部泰

鑑ガバナーはＲＩ会長方針を受けて「見直しをすすめ 新
たな第１歩を」強調事項に“１、クラブのサポートと強化
２、地区での人道的奉仕の重点化と増加について ３、公
共イメージと認知度の向上 ４、未来の夢計画”と発表さ
れました。特に岡部年度でのポリオの終結と東日本大震災
を国難と位置付け国内外の支援、奉仕活動も全てこの東日
本大震災に向けＷＣＳ・ＭＧ・ＤＤＦ・ＤＳＧ等、全て震
災の支援に活動できるように知恵を絞って頂きたいと発
表された。
熱い情熱を持ってチャーターメンバーは大東ロータリークラブを設立されました。楽し
例会、仲間に会える楽しみ、奉仕の出来る喜びは、設立から４４年たった今も我がクラ
ブに受けつかれています。４０代の若い指導力のある会員も多く会員全員に自覚を養う
上で、役職を経験するためにもＣＬＰの導入はせず、予算の厳しい折、各委員長様の力
の見せどころですとお願いしました。期待通りに各委員長さんは事業計画に沿い力を発
揮していただきました。各事業は先々週から各委員長から報告があった通りです。
東日本大震災の復興支援も社会奉仕、国際奉仕委員会またそれぞれの関連する委員会
の皆様のお蔭で素晴らしい事業が出来ました。今日、塩釜東ロータリークラブから仲
間が来られています。ロータリーの根幹の奉仕が実を結んだと思います。明後日から
今度は我々が台北双溪ロータリークラブにお礼と報告に例会に伺います。世界中の仲
間と東日本大震災復興支援の目的の基に手を結ぶ事が出来ました。会員の皆さん又、
携わって頂いた皆さんに感謝と御礼を申し上げます。
ミャンマーから米山奨学生を迎える事が出来ました。ピュピュ・トゥエさんに対し公
私お世話になりました。カウンセラー又支えて頂いた方々に感謝申し上げます。
日本の１００名山が週報に掲載されました。次はどの山かなと言う楽しい企画でした
した。ニコニコ会計も福富会員長の努力の結果達成できつつます。一番大事な例会出
席率も４６回中２回の１００％出席を達成、３７回の修正出席率１００％を達成して
頂きました。クラブの最重要課題は会員拡大でした。高田、北本会員の病気療養の為
に退会を受理しました。残念でありました。しかし、４名の新入会員を迎える事が出
来ました。これは、全会員の御協力のたまものであり、次年度も一人でも多くの会員
を迎えられますようにお願いいたします。事務局員の鍛冶澤さんが養父の介護のため
退職しました。新しく村本さんが勤めて頂く事になりました。ロータリーの全ての事
に上田正義幹事の素晴らしい運営が有りました。今年、会長を務められたのも上田幹
事のお蔭です。有難うございました。最後にすべての会員にお礼と感謝を申し上げ、
２０１２～２０１３年度藤本会長・高島幹事年度にも本年以上のご支援ご協力をお願
いし、今年度の実績報告と次年度への引継ぎとします。

