
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （6 月 24 日） 

次週の予定  （7 月 1 日） 

ロータリーソング 

「日も風も星も 」「 四つのテスト体操 」 

ロータリーを実践し 
みんなに豊かな人生を 

２０１３年～２０１４年度 

国際ロータリーのテーマ 

国際ロータリー会長 

ロン・D・バートン 

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 上田 正義 
■幹 事 小川 芳男 
■会報委員長 杉原 巨峰 

◆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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ニコニコ箱 

平成 26 年 6 月 24 日   No.2253 H26.6.17(No.2252 の例会記録) 

先週の例会報告 

大東ロータリー会長テーマ 

「今を生きる、そして未来につなげる」

◆ 出席報告（6月 17 日分） 

会員数 41名 出席数 31名 欠席者 2名

特定免除 7 名 その他免除 1名 

出席率 93.94％ 

 

前々回 6月 3日分 

ホームクラブの出席者 33名  89.19％ 

メークアップの結果 36名 

特定免除  4名  その他免除  1名 

欠席者 0名  修正出席率 100.00％ 

今月のテーマ 

「ロータリー親睦活動月間」 

「新年度の方針発表」 

 会長・幹事・奉仕委員長 

    裏面に記載 

「今年度の実績報告と反省」 

 会長・幹事・S.A.A 

 



 
 
 

皆さん今日は、例会出席ありがとうございます。 

今月一杯で、大東ロータリークラブ会長の任期は

終わり会長を退任しますが、私事で恐縮ですが、

会社を今年 4 月 20日付けで社長退任し会長に就任

いたしました。なぜかと申しますと、「中小企業に

おける経営の承継の円滑化に関する法律」が非上場株式等に係る相続税・贈与税の

納税猶予及び免除制度が正確ではありませんが３年前ぐらいに施行され、その当時

は経済産業大臣の認定を受ける（今年からは必要ありません）という事で申請をし

ておりましたら、認定がおりましたので長男を社長に就任させ、私は退任という形

になりました。私の会社の様な零細企業では、事業継承で一番問題になるのが自社

株の問題です。継承した人間にその時の株価で相続または贈与税が発生しますので、

相当負担になります。場合によれば、継承拒否の問題も発生します。しかしこの法

律を使えば贈与税の場合は 100％免除されます。相続税の場合は 80％免除されま

す。これには諸条件がありますのでクリアーしなければなりません。私の父が亡く

なりました時、自社株の相続税の問題が発生し、当時の株価で課税価格が計算され

大変驚いた事があります。この様な教訓から今回この法律を利用しました。すでに

皆様方はご存知かと思いますがもしまだの方がいらっしゃいましたらご検討くだ

さい。平成 27 年からはもっと条件が緩和されます。 

交代しましても、今まで通り何も変化はないかと思っていましたが、さにあらず翌

日より社内では新社長中心に廻り、同業者の仲間や、下請けの社長や、仕入先のメ

ーカー、得意先から、病気になったんか？昨日まで元気やったのに？会社が具杯悪

いんか？さては専務（息子）ともめたのかと、電話が鳴りっぱなしの状態が２～３

日続きました。それから社長就任祝い挨拶の来客が大勢会社の方に来られ、私の前

を軽く挨拶程度です通り、新社長の方に行く光景を観ていますと、時代は変わった

政権交代した気持ちになりました。さらに追い討ちに、息子が会社のシステム、人

事の変更、給与など改革すると申し出があり、 

親父が創業して、私が引継ぎ、５９年続いてきた会社経営方針を良い処は残す様に

言いますと、若い社員連中はその旧態経営方針があるが為、堅実ではあるが進歩は

ないとの返事が返ってまいりました。 近こんな同じ事がロータリーでもあったな

 上田 正義 会長会長の時間 



と頭に浮かんでまいりました。私も社長に就任した時、同じ事親父に申し入れたな

あ、その時の親父の気持ちは今との私と一緒だったのか今になれば解りませんが、

とにかく直前社長として新世代の会社を見守りたいと思います。 私事で申し訳あ

りませんでした。 

これで会長の時間終わります。 

 

 

小川 芳男 幹事 

大東  弘 次年度幹事 
 

臨時理事会報告 

2013-2014 年度 

【報告事項】 

・中原 毅会員退会について 6 月末・・・承認 

・情報集会残金  

14,890 円 一般会計 雑収入へ入金 ・・・承認 

・クラブ協議会用ネームプレート購入 ・・・承認 

・松原会員へお見舞い金 ・・・承認 
 

2014-2015 年度 

【報告事項】 

・2014-2015 年度委員会構成について ・・・承認 

 

 

 

◎広報委員会           空門 満也 委員長 

このたび、当クラブではグループメールの環境を準備しております。 

これにより、休会のおしらせや例会場変更など大切なご案内の伝達漏れ抑制と即時性

の向上をめざしたいと思います。 

つきましては会員の皆様の常時ご利用されているメールアドレスから指定アドレス

宛にメールを送信いただきますようお願い致します。 

尚、不明点などございましたら、次年度広報委員用森岡会員までご連絡ください。 

 

委員会報告 

幹事報告 



◎ニコニコ箱委員会          東野 喜次 委員長 

・例会出席ありがとうございます 感謝    上田 正義 君 

・臨時理事会出席ありがとうございます   小川 芳男 君 

・長い間お世話になり有難うございました   中原  毅 君 

・実績報告と反省 一年間ありがとうございました  髙島  登 君 

・遅刻 お詫び       橋本 正幸 君 

・ありがとうございました     大矢 克巳 君 

・ニコニコしつつも心はイライラ！！    佐藤 多加志君 

・自民党 石破幹事長のお話を聞きました 感謝  木村 克己 君 

・佐藤さん、木村さんありがとうございました 感謝  中野 秀一 君 

・大矢さん大変お世話になりました！感謝！   東村 正剛 君 

・無事引っ越し完了しました （家の新築）   空門 満也 君 

・杉原さんシンギング代理ありがとうございました 感謝 間  紀夫 君 

・ニコニコに感謝      東野 喜次 君 

・東村さん、大矢さんありがとうございました   森岡 信晶 君 

 

 

 

◎ゴルフ同好会       大矢 克巳 キャプテン 
 

先日 6 月 18 日（水）、田辺カントリー倶楽部にてゴルフコンペが行われました。参加

者 23 名、優勝は東村会員でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

「今年度の実績報告と反省」 

      

 

◆クラブ奉仕委員会  

 ロータリー情報委員会       髙島  登 委員長 

2013～14 年度はクラブ奉仕委員長、ロータリー

情報委員長、会長エレクト及び副会長と大変重要な

役職を与えて戴きありがとうございました。 

クラブ奉仕委員長としては、クラブを纏めて行く

も大事な委員会でありながら、多数の退会者が出

てしまった事が残念でなりません。 

ロータリー情報委員会としては本年 1 名の入会があり、新会員のためのオリエン

テーションを行いました。大変出席率も良く今後が楽しみなメンバーです。 

会長エレクト、副会長としては、本年度皆様より色々とご指導戴きました事を今後

のロータリー活動に生かして行きたいと思います。一年間ありがとうございました。 

 

◆職業分類委員会       加藤 敏明 委員長 

今般、会員数が減少に向う時代で、なかなか増強

が難しく、職業分類委員会としては会員増強委員会

と会員選考委員会と連携を取りながら努力を重ねま

したが、思うような力が発揮されませんでした。 
 

今後は地道に会員増強を継続して取り組んでいっ

て頂きたいと思います。会員の皆様のご協力有難うございました。 

 

 

 

 

先週の卓話 



◆会員増強委員会                  角井 吉彦 委員長 

本年度は、会長方針の会員純増 2 名を目標に会員

増強を取り組みましたが、前期新入会員 1 名のみで、

退会会員が前期 1 名、後期 2 名あり増強できません

でした。また本日中原会員が退会され、大変残念に

思います。次年度は会員 39 名のスタートになりま

す。クラブを維持するためには常に新入会員の補充

は必須です。会員増強も一委員会のみでなく、クラブ全体で会員拡大プロジェクト

チームを組み積極的に会員増強をする必要があると思います。 

今後とも全会員が会員増強に御協力くださいます様お願いいたします。 

 

◆プログラム委員長          大矢 克巳 委員長 

本年度も、後１週で幕を閉じようとしています。 

年間のプログラムを作成に当たりまして、卓話の担

当を快諾して頂きました会員の皆様、又、急遽の変

更により、卓話を受けて頂きました会員の皆様に感

謝申し上げます。 

会員数の減少で、年１回のペースで卓話が回って

来ると思いますが、皆様のご理解の上、次年度も楽しく、興味深い卓話をして頂け

ます様にお願いを申し上げます。 

１年間有難うございました。 

 

◆会報委員会        杉原 巨峰 委員長 

会報委員会では例会に基づき、週報の構成・作成

が主な活動内容でありました。この点に関しまして

は、会員皆様のすみやかな原稿提出のおかげで、例

会内容・卓話・事業内容については、漏れなくご報

告出来たのではないかと思っております。 

また、事業内容・同好会等、多数の写真提供に関

しましては、広報の空門委員長に感謝しております。有難うございました。 

 



本年度に関しましては、週報表紙に会長テーマを掲げさせて頂きました。 

次年度にも是非継続して頂ければと思います。 

又、元米山奨学生の付翠紅（フ スイコウ）さん、グローバル補助金奨学生の宮

尾真梨子さんの近況報告も数回にわたり掲載させて頂きました。 

是非これからも当クラブに携わった奨学生として近況報告を頂けるような形をと

って行って頂ければと思います。 

反省としましては元米山奨学生ピューピュー トゥエさんに関しましては、追う

ことが出来なかった為、次年度への宿題としたいと思います。 

あと、余白を利用させて頂きまして、植物に関するワンポイントアドバイスなど

を掲載させて頂いたことに感謝すると共に、事務局の村本様には一年を通して大変

なご協力を頂きました事にも感謝しております。有難うございました。 

一年間、会員の皆様ご協力有難うございました。 

 

◆広報委員会        空門 満也 委員長 

本年度広報委員会委員長を努めさせていただきまし

た空門です。 

本年度は事業には積極的に参加し、写真記録の保存

をはじめ、ロータリー活動に関する情報を会員の皆様

をはじめとし、対外的にも広くクラブの奉仕活動等を

発信、広報して参りたいと思い活動してまいりました。  

クラブの広報活動といたしましてはホームページのリニューアルをし、スケジュール

を見やすくしたり新着情報がすぐわかるようにしたりするなど改良いたしました。 

また活用術をよりご理解していただくために卓話にて盛岡副委員長に解説してい

ただきました。 

またフェイスブックを立ち上げ大東ロータリークラブの活動をタイムリーにアッ

プ致してまいりました。発信する情報について 初のうちは対外的事業と思ってお

りましたが、それでは大東ロータリークラブの多くの活動の中の一部だけとなるた

め家族会等対内事業や地区事業への参加もアップするようになり、フェイスブック

の閲覧の方も徐々に増え来ております。 

大東市の広報誌の方も昨年の橋本委員長に続き「第３４回大東ロータリー旗争奪少年

野球大会」の掲載を依頼いたし、大東市報１１月号に掲載させていただきました。 



写真記録の保存という点では会員の皆様には、撮影の際にはご協力をいただきま

してありがとうございました。いい写真を残したく思い、やたらとシャッターを押

していたんですがそれでも満足いく写真は少なかったと思います。 

また事業には積極的に参加するつもりでしたがそれでも参加できないこともあり、

その折には副委員長の森岡くんを始めメンバーの方々に写真の撮影にご協力してい

ただき誠にありがとうございました。 

本年度の反省といたしましては写真の点もそうですが、もうひとつ 2660 地区のホー

ムページに大東ロータリークラブの活動の記事をアップすることができませんでした。 

この点に関しましては次年度に引き継ぎ事項といたしたいと思います。 

後に一年間広報活動にご理解ご協力頂きまして誠にありがとうございました。 

 

◆雑誌委員会        福富 經昌 委員長 

実績：毎月初めに、「ロータリーの友」配布時に、

内容の紹介を行いました。4 月の雑誌月間の指定卓

話では昨年 9 月に地区により実施された「ロータリ

ーの友」に関する雑誌委員長及び会員対象のアンケ

ートの結果について報告を行いました。 

反省：「ロータリーの友」への投稿を計画していま

したが、遂行できませんでした。次年度は実現に向けて努力いたします。 

 

◆シンギング委員会       間  紀夫 委員長 

一年間拙いタクトにお付き合いいただきまして

ありがとうございました。 

何とか自分の感覚でタクトを振ることを心がけ

ておりましたが、気が付くと大川会員の手元に目が

行くこともしばしばでした。 

大川会員には、ピアノの自動演奏装置のフロッピ

ーディスクが壊れた際にも大変お世話になりました。また、断線の際には中会員に

も大変お世話になりました。この場を借りまして改めてお礼申し上げます。 

ただ、今後は、自動演奏装置が故障したときに備えて、代替手段を真剣に検討する時

期が来ていますので、次年度以降の委員長に引き続きご検討いただければと思います。 

来週の例会が 後のタクトとなりますが、 後までお付き合いいただきますようお

願い致します。一年間ありがとうございました。 



◆ニコニコ箱委員会      東野 喜次 委員長 

前期の委員長はユニークな構成でニコニコへの関

心、又親睦との絶妙な相対関係を築いて努められて

おられたのを参考にして務めさせていただきまし

た。力不足ではありましたが、今期も目標額を達成

させていただきました。 

会長、幹事、会長エレクトをはじめ皆様のお力添

えに感謝いたしております。 

来年度の事業に支障をきたさなかったのは何よりです。有難うございます。 

ただ、ニコニコの意義、意味また会員内での格差など今後の課題も残しているも

のと考えております。何か警察での交通違反の罰金が毎年決まった額が計上されて

いると聞きますが、同じように来年度の予算があらかじめ強制とは言わないまでも、

寄付金ありきで決まっているような感じや、型にはめてしまうようなニコニコのあ

り方には今季委員長を務めてみて少し違和感を感じています。 

会長、幹事、エレクトの皆様は変に重圧（プレッシャー）を感じておられたと思

うし、私自身もかなりのプレッシャーがあったことは否めません。 

次年度委員長には是非その部分に考慮され、独自性のある活動をされることを期

待します。 

 

◆国際交流平和委員会       小林 誉典 委員長 

国際奉仕の目指すところは、会員が国際理解、親

善、平和を推進する事にあります。 

今年度は、委員長の橋本会員の活躍により、これ

までの台湾での事業継続と、新たにネパールでのプ

ログラムが開始され、国際交流の場が広がって行き

ました。 

しかし、残念ながら、私個人としては時間的制約があり海外での活動に参加でき

ずに、申し訳なく思っております。 

今後、この事業活動により、会員全員が国際親善を深め、国際平和を考える良い

機会が増えた事は、喜ばしいことと思います。 

 

 



◆会計                           中 恒夫 会員 

本年度は二人の新入会員を見込んで一般会計

￥11,996,000 円の予算でスタ－トとなりました。六

月現在で一人の入会と四人の退会となり、追討ちを

かけるように四月から消費税率が８％となり大変厳

しいい会計内容となっております。また、五十周年

にむけての予算も急務となりつつある中、新入会員

の増強が必要であると思います。会員諸兄におかれましては、今後ともご理解いた

だきますと共に残高証明出た時点で書面にて決算報告とさせていただきます。一年

間ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
アメリカに 14 種が分布するつる性の樹木です。春～

夏の鉢花として親しまれています。暖地では露地植

えにして庭木のように扱うこともあります。枝を長

く伸ばし、よじ登っていく種もあります 肥料と水や

りを加減することで、1 年に 2～3 回開花させることが

できます 
(別 名) ブーゲンビレア 
(形  態) つる植物 
(特  性) つる性,開花期が長い, 

初心者でも育てやすい 
(花言葉) 「情熱」「あなたは魅力に満ちている」 
【ブーゲンビリア栽培のワンポイント】 

◇つるが伸びるので、鉢植えは支柱を立てて絡ませる。

◇日当たりのいい場所を好みます。 

 ※風通しの悪い所は避け、真夏に乾きすぎる場合は

半日程度の日照でもよい。 

◇ 生長段階に応じた水の加減は花付きをよくする

ポイント。  

◇肥料は控えめにする。 
※水や肥料など、ややシビアな環境のほうが元気

に育ち、花付きも良いです。 

●ブーゲンビリアとは● 


