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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 ‐
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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
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今週の卓話

ゲスト

「新年度の方針発表」
各委員長

（7 月 24 日）

次週の予定

米山奨学生 付翠紅（フ スイコウ）さん

ロータリーソング
「奉仕の理想」「 四つのテスト体操 」

「第 28 回中学校対抗剣道大会」
中新世代奉仕委員長
ニコニコ

先週の例会報告
◆ 出席報告（7 月 10 日分）
会員数
特定免除

箱

44 名 出席数 33 名 欠席者 3 名
8 名 その他免除

0名

後面に記載

出席率 91.66％
前々回 6 月 26 日分
ホームクラブの出席者

39 名

95.12％

メークアップの結果 41 名
特定免除
欠席者

3名
0名

その他免除

1名

修正出席率 100.00％

会長の時間

藤本

和俊 会長

今日は梅雨の中休みでかなり気温も上昇しますが、大飯原
発３号機も昨日より出力が一定運転に達し、節電要請を１
５％から１０％以上に見直しをするというプレス発表が
あり、本日の天気予報では最大電力は１６時台頃がピーク
で８８％と予想され、一安心であります。また４号機が再
稼働すれば５～６％以上の節電要請で供給確保に努めて
行くとのことです。我社に於いても午前中は冷房を入れず、
窓を開け自然の風とうちわで対処し、少しでも節電意識を
高めているのが現状です。
しかし東日本大震災を機に、我が国のエネルギー政策は大きく転換しつつあり、エ
ネルギーのベストミックスの選択肢や電力市場改革等さまざまな議論が本格化してき
ています。またの時間に話をさせて頂きますと思います。
昨日は本年度初の事業として、大阪桐蔭中学・高等学校インターアクトクラブの第一
回例会に東村インターアクト委員長を始め、中野地区インターアクト委員長、大西直
前会長、森山会員、橋本会員、空門会員が出席して頂き有難うございました。私の初
委員長はこのインターアクト委員会であり、その時よりすでに１３年の時が過ぎ、大
変懐かしい想いであります。まずインターアクター達から年次大会、春の奉仕活動、
新入生歓迎、来月には台湾への海外研修等の事業報告があり、その後ロータリー情報
と将来の夢や希望に対する卓話も少しばかりさせて頂きました。案外将来のことには
関心が薄いのには驚きましたが、真剣に聴く態度から何か参考に成れたのかと思いま
す。
最後になりますが、しばらくは天候も不順な状態が続きそうですので、健康に十分ご
留意され、元気にこの梅雨を乗り切って頂きたいと思います。

委員会報告
◎社会奉仕委員長
第 28 回

小川

芳男

委員長

青少年健全育成市民大会が開催されます。

時間：７月１１日（水）午後 7 時
場所：大東市立市民会館 2 階 大集会室
主な内容：講師 大阪府薬物乱用防止推進教室講師 大内啓子
演題「子どもを取り巻く薬物の現状について」

◎インターアクト委員長

東村

氏

正剛

委員長

７月９日（月）、２０１２年度インターアクト例会及び懇親会が開催されました。
於：大阪桐蔭本館

１階

会議室

◎ニコニコ箱

中野

秀一

委員長

・インターアクト例会で卓話をさせていただき
ありがとうございました

感謝

藤本

和俊 君

中村

眞也 君

大矢

克巳 君

橋本

正幸 君

杉原

巨峰 君

感謝

佐藤

多加志君

・熱海旅行、皆様ありがとうございました

木村

克己 君

・皆様のニコニコに感謝します

中野

秀一 君

東村

正剛 君

感謝

中嶋

啓文 君

感謝

空門

満也 君

感謝

間

紀夫 君

感謝

植田

直平 君

東野

喜次 君

德山

泰之 君

木田

眞敏 君

中嶋

啓文 君

・木村委員長ごくろうさまでした

感謝

・木村委員長ありがとうございました

反省！！

感謝

・インターアクト委員長写真ありがとうございました
・木村前親睦委員長、ありがとうございました

感謝

感謝

・親睦打ち上げ楽しかったです。
木村前委員長ご苦労様でした

感謝

・親睦活動委員会打ち上げ旅行
木村委員長、皆様、お疲れ様でした

感謝

・前年度木村委員長ごくろうさまでした
楽しい旅行ありがとうございました
・木村さん、１年間おつかれさまでした
・親睦会打ち上げ旅行欠席お詫び、
木村さん１年間ありがとうございました
・木村委員長おつかれさまでした。
楽しいひとときありがとうございました
・ 木村さんありがとうございます
行けなくてとても残念です
・熱海の夜に
・早退

感謝

お詫び

・理事会欠席

お詫び

感謝

７月のお花
今月の誕生日花は、新年度スタート又周年
の年ということもあり、明るく元気色で当
クラブの発展を思い伸びやかに生けさせて
頂きました。
メインはヒマワリでゴッボ・モネの絵画に
描かれておりますヒマワリです。
花言葉は、太陽に向かって顔の向きを変え
ますことから「あなたを見つめる」とあり
ます。

***誕生花***
７月 ７日生
７月 12 日生

佐藤会員
髙島会員

アゲラタム
ダリア

青紫
淡桃

楽しい日々
エレガント

セナキルシスズメダイ スズキ目 スズメダイ科
体色は鮮やかな青色で、ルリスズメダイ
によく似ているが、吻から体側背部にか
けて黄色帯があること(背鰭や尾鰭も同
様に黄色)、胸鰭軟条数が 15-17 とやや
少ないこと(ルリスズメダイでは同
18-19)などで区別できる。体長 7cm。
撮影日は 2012 年 7 月 3 日 南部の沖合
の南部出しアーチと言うポイントの根
の底付近で発見 これも結構レアもの
です。ちょこまかと細かい動きをするの
で撮影に苦労しました。30 枚撮った中
の 1 枚です。

先週の卓話

「 新 年 度 の 方 針 発 表 」

◆職業奉仕委員会

中嶋 啓文 委員長

ロータリーとは、職業倫理を重んずる実業人、専門職業人の集
まりであります。そして、職業を通じて社会に奉仕することだ
と思っています。綱領の第 2 に「事業および専門職務の道徳的
水準を高めること････：そしてロータリアン各自が業務を通じ
て社会に奉仕するために、その業務を品位あらしめること：」
とあります。まさに、職業奉仕はロータリーの原点であると言
えるでしょう。
藤本会長が掲げられた本年度のテーマ『原点を顧みて、明日へ
の飛躍』を活動方針として、原点に戻り、各人が業界のリーダ
ーとして、高い倫理観を持ち、職業を通じて他人を助けていけるクラブを実践してい
きたいと思います。May I Help You の心で頑張ります。
会員皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

●新世代奉仕委員会

今年度は大東ロータリークラブ創立 45 周年の年に当り、一つ
のけじめとして継続事業の見直しをして、青少年健全育成に貢
献して行きたいと思います。また、近年青少年の治安が低年齢
化しつつある社会のなかで、私たちロータリアンが今何をすべ
きかを、会員一人一人が考え直すときではないでしょうか？当

中

恒夫 委員長

委員会では、地区の事業として、ニコニコキャンプ、春のライラ、秋のライラが計画
されております、当クラブでは継続事業であります、中学校対抗剣道大会、大東ロー
タリー旗争奪少年野球大会、大東市小中学校弁論大会を開催する予定であります。会
員の皆様のご理解と御協力をお願いいたしまして、本年の方針といたします。宜しく
お願いいたします。
＜今年度事業計画＞
①第 28 回四條畷警察署管内中学校対抗剣道大会
②大東ロータリー旗争奪少年野球大会

●会 計

堀部 邦夫 会員

ここ数年会員数の減少とともに東日本大震災の支援、それに加
え当クラブの創立 45 周年の節目にあたり昨年に引き続きさら
に厳しい予算になること必至です。
こんな状況下でも「奉仕に通じて平和を」というスローガンの
もとに盛りだくさんの事業を楽しくやり続けなくてはなりま
せん。予算や支出の件で会員の皆様に無理なお願いをせねばな
らない時があろうかと思いますが、どうかここは会計業務遂行
のため会員皆様のご協力、ご支援何卒宜しくお願いします。

●Ｓ.Ａ.Ａ

本年度は４５周年の年でもあり、藤本会長が掲げる「原点を顧
みて、明日への飛躍」というテーマのもと、周年の年を盛り上
げて行きたいと考えて居ります。S.A.A.と致しましてはクラブ
活動の根幹を成す例会運営の最高責任者としての責務を念頭
に、規律正しくスムースな進行はもちろんの事、会員相互の親
睦が図れ且つ、各個人のためになるような例会を目指したいと
思います。

木村 克己 会員

会員の皆様におかれましては今一度原点を見つめ直して頂き、当クラブが飛躍出来ま
す様、例会への積極的な参加及びご協力をお願い致します。

●

会員増強委員会

谷中 清孝 委員長

本年度会長方針として新入会員 4 名を目標にされておりま
す。会員増強委員会の任務は、クラブの職業分類表を絶えず
検討し、未充填の職業分類に対して適格な会員候補者を理事
会に推薦することが任務です。
当クラブでも会員数減少の危機感が現実のものとなり、クラ
ブ全体で会員増強と退会防止に取組まなければなりません。
会員の友人や家族、仕事関係、商工会議所やＪＣの会員等、
地域の人々に声をかけ入会を勧めていただきます様、全会員
にお願い申し上げます。

●会員選考委員会
世界的な不況により、会員の増強は大変厳しい状況になって
います。会員増強委員会と職業分類委員会と相互に連携を取
り、会員増強に努力致します。
会員より推薦された人を、人格、職業及び社会的な地位を良
く調べ、例会に出席できる人であれば会員になって頂き１日
も早く、ロータリーの事を良く知ってもらうことだと思いま
す。

角井 吉彦 委員長

●規定委員会

加藤 敏明 委員長

標準ロータリークラブ定款は、国際ロータリーへの加盟を認め
られたすべてのクラブが採用しなければならないものです。こ
れはロータリークラブ運営の枠組となります。標準ロータリー
クラブ定款の規定審議会は、3 年に 1 回行われ、前回は 2010 年
で、次回は 2013 年に行われます。特に年度の初めはクラブの
定款と細則を読み直し、クラブの向上に向け勉強していきたい
と思います。
クラブの研修については、退会者の防止、その為にもロータリ
ーの楽しさ、素晴らしさを理解してもらう手段のーつがクラブ研修です。ロータリー
の心と実践を活用していきたいと考えています。

●親睦活動委員会

佐藤 多加志 委員長

45 周年の節目の年、「明日への飛躍」を志として親睦の担いで
ある「会員間の交流」「会員間の信頼関係」これらを築くべく
機会を提供して行ける運営を目指します。
会員間の意思の疎通と相互理解をスタートラインとして委員会運
営に努めて参りますので、メンバーの皆様のご理解とご支援、例
会・家族会などの笑顔でのご参加を宜しくお願い致します。

●プログラム委員会

今期は 52 回の火曜日のうち、祝日、休会日が 6 回あり、全部
で 46 回の例会があります。
定例の卓話を除くと、一般の卓話が 17 回あり、なるべく、前
年度と重複しない様に、皆さんにお願いをしましたところ、最
近、1 年以上卓話に登場されてないか、初めて卓話をされる方
がほとんどでした。

小林 誉典 委員長

ということで、例会で新鮮な話題でお話を聞けるのが、楽しみにされるところです。
今期 1 年間、プルグラムの変更が発生しません様に、会員皆で健康には十分注意しな
がら、無事に乗り切りましょう。

●広報委員会
２００７年に広報委員会委員長をさせていただき、二度目の
広報委員会委員長を行うこととなりました。前回は記録を残
すことが使命と奉仕活動に参加して写真撮影を行うだけの
活動になってしまいました。
これまで先輩諸兄がそれぞれの方針を掲げ、工夫を凝らして
取り組まれてきました。これらの取り組みを継承するととも
に、会員はもとより広く一般世間にロータリー活動をＰＲし
ていければと思っています。

橋本 正幸 委員長

