
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （7月 1日）  

次週の予定  （7月 9日） 

◆ 出席報告（6月 24 日分） 

会員数 41名 出席数 32名 欠席者 1名 

特定免除 7名 その他免除 0名 

出席率 96.97％ 

 

前々回 6月 10日分 

ホームクラブの出席者 34名  97.14％ 

メークアップの結果 35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％ 

 

ロータリーソング 

「大東ロータリーソング」「四つのテスト体操」 

 

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 髙島  登 
■幹 事 大東  弘 
■会報委員長 東野 喜次 
 

◆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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「新年度の方針発表」 

 各委員長・会計・ＳＡＡ 

  

後面に記載 

 ゲスト 

         大阪船場 RC 溝端 史子 氏 「新年度の方針発表」 

 会長・幹事・奉仕委員長 

  

先週の例会報告 

 

 

ロータリーに輝きを 
国際ロータリー会長 

ゲイリー C.K. ホァン 

 

 

２０１４年～２０１５年度 

国際ロータリーのテーマ 

大東ロータリー会長テーマ 

「LIGHT UP DAITO 地域と ともに輝きを」 



 

皆さん今日は、例会出席ありがとうござい

ます。 

とうとう最後の会長の時間になりました。 

２２１１回～２２５３回まで本日で４３回目に

なります。１年間例会の貴重な時間、私の話し

にお付き合いしていただきましてありがとうご

ざいました。２０１３年３月２３日に会長エレクト研修セミナー（PETS）受講のさい

「会長の時間」の話しの内容はロータリーについてお話してくださいと、井上パストガ

バナーが講演され、その時果たして私は今までロータリーについて皆さんの前でお話で

きる様な勉強をしてきたのか、またロータリアンとして学んできたのか、改めて日頃の

行いを考えたしだいです。ロータリーについて話しをするという事は、井上パストガバ

ナーは、あなたがこの１年間を通じて真のロータリアンとしてなれるように、またクラ

ブの顔である会長として日々研鑽しなさいと言うことではないだろうかと思いました。

果たしてロータリーについてどの様な話しをすれば良いのか悩みましたが、また自分に

託された役目はなにかと考えた時、この貴重な時間を頂ける事の感謝の気持ちで勉強し

た事を素直に皆様方の前で話しをすれば良いことだと思いました。毎回拙い話しで申し

訳ありませでした。この１年間を通じて一つだけ感じましたのが、日々の生活を４つの

テストの気持ちで生活しますと、ものすごく気持ちよく過ごせる事に気がつきました。

毎週「会長の時間」の原稿を書いていますと改めて実感しました。日々の生活がすべて

ロータリーで「会長の時間」の話しのもとになりました。 

はたしてこの１年間で少しは社会奉仕・職業奉仕・クラブ奉仕で皆様方のお役に立

てたのかどうかわかりませんが、「今を生きる、そして未来につなげる」基本理念のも

とで「会長の時間」お話させていただきました。誠にありがとうございました。心より

お礼申し上げます。 

これで最後の「会長の時間」終わります。１年間ご清聴ありがとうございました。 

 上田 正義 会長 

 

 

 

 

会長の時間 



 

◎ニコニコ箱委員会            東野 喜次 委員長 
 

・会長無事終了 感謝      上田 正義 君 

・幹事無事終了 感謝      小川 芳男 君 

・理事役員無事終了 感謝     藤本 和俊 君 髙島  登 君 

            中  恒夫 君 橋本 正幸 君 

            田川 和見 君 佐藤 多加志君 

・委員長無事終了 感謝      角井 吉彦 君 加藤 敏明 君 

大西 寛治 君 福富 經昌 君 

大東  弘 君 小林 誉典 君 

            大矢 克巳 君 杉原 巨峰 君 

            木村 克己 君 中野 秀一 君 

東村 正剛 君 空門 満也 君 

            間  紀夫 君 東野 喜次 君 

・入会記念日 自祝 （6 月分）     清水   修 君 

・1 年間早退お詫び      木田 眞敏 君 

・一年間お疲れ様でした 次年度宜しくお願いします   

・溝畑さん大東までようこそ、いつもおいしい食事をありがとうございます 

         髙島  登  君  

・ゴルフ委員長終了しました 1 年間ありがとうございました 大矢 克巳 君 

・国際奉仕 FVP 委員会無事終了しました  

協力して下さった会員に感謝      橋本 正幸 君 

・ゴルフ同好会 大矢キャプテンありがとうございました  

東村会員お世話になりありがとうございました   杉原 巨峰 君 

・大矢キャプテン 1 年間大変お世話になりました 感謝  木村 克己 君 

・ゴルフコンペ初優勝させて頂きました  

有難うございました 自祝     東村 正剛 君 

・一年間ニコニコありがとうございました   東野 喜次 君 

委員会報告 



◎広報委員会        空門 満也 委員長 

次年度 森岡 信晶 委員長 

先週もご連絡させて頂きましたが、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。まだ登録されてません会員の皆様は、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。 

来週は配信のテストを予定しておりますのでよろしくお願い致します。 

 

 

◎インターアクト               次年度 空門 満也 委員長 

７月 11 日（金）、２０１４年度インターアクト例会及び懇親会が開催されます。 

皆様出席の程よろしくお願い致します。 

日  時：７月 11 日（金） 午後５時～ 

場  所：大阪桐蔭本館１階 会議室  

集  合：午後 4 時 3０分  

 

インターアクト海外研修オリエンテーションと懇親会開催されます。海外研修にご

参加の皆様は出欠をご連絡ください。 

日 時：  2014 年 7 月 12 日（土）  16:00  集合 

16:00～17:00（河内音頭練習・歌練習） 

17:00～17:30（オリエンテーション） 

18:00～（懇親会） 

 

 

       

◎ゴルフ            大矢 克巳 キャプテン 

先週無事第 5 回ゴルフコンペが終わりまして、沢山の方々にご参加頂きました。 

一年間ありがとうございました。 

来年の田川キャプテンに引き継ぎたいと思います。来年も皆様のご参加よろしくお

願い致します。 

 

 



 

 

「  今年度の実績報告と反省  」 
 
 

◆会 長         上田 正義 会員 

大東ロータリークラブの本年度のテーマは「今

を生きる、そして未来につなげる」としました。

創立４５周年の次年度４６年目の１年は未来に

つなげる大事な１年であると考え、このテーマ

を目標に会員皆様方のご協力のもと遂行してま

いりました。ありがとうございました。ひとえ

に各委員長・理事・役員そして会員皆様方一人一人の奉仕の精神の結集が支えとな

って「今を生き、そして未来につなげる」事ができました。 

各委員会の皆様には大変よく頑張って頂きまして有難うございました。実績報告の

発表を聞かせていただき感謝の気持ちで胸が一杯になりました。ご協力誠に有難う

ございました。  

誰よりも早く来られて毎回例会の準備設営をしていただきました中野委員長ご苦

労様でした。また親睦委員会の皆様も秋の家族会・クリスマス家族会・春の家族会

その他各事業でのお世話・参加有難うございました。親睦委員会懇親会の企画運営

ありがとうございました。委員の結束がより深くなったと思います。例会の進行・

監督を時には厳しく、時にはユーモアの一言で例会を和まして進行していただきま

した SAA 中嶋会員ご苦労様でした。間シンギング委員長リズム感のあるタクト使

いさすが弁護士の先生前に出ること場なれされていると思いました。毎週ご苦労様

でした。そして例会には欠かせない週報、杉原会報委員長毎週お花の解説を頂き楽

しみでした。また今年から週報表紙に大東ロータリークラブ会長テーマを表記して

いただきまして有難うございました。毎週見る度にこれで行こうと思いました。今

年も皆様方の御蔭でニコニコ箱金額が当初予定額を上回 128.32 ％    

2,823,000 円になりました。これも東野委員長のお人柄の賜物です。また会員皆様

方の奉仕活動に対するお気持ちの表れかと思います。次年度も次々年度の予算に予

定していますので何卒ニコニコ箱宜しくお願いします。雑誌委員会の福富委員長に

は毎月ロータリーの友縦読み記事・横読み記事の丁寧なご紹介有難うございました。

毎月隅から隅までロータリーの友を読まれてからのご紹介かと思います。ご苦労様

先週の卓話 



です。残念なのは当クラブの事業を載せる記事の応募がなかった事です。此れから

も機会があれば応募お願いします。プログラム委員長とゴルフ同好会の大矢委員長

大変お忙しい処お世話をしていただき誠にありがとうございました。お陰様で毎回

多くの会員がコンペに参加していただきました。先週の最終コンペで素晴らしい記

念品を頂きましてありがとうございます。また家族会では細やかな心遣いの旅行の

手配感謝申し上げます。当クラブもネパールからの奨学生シェスター・リエさんの

お世話をしておりますロータリアンとして一人でも多くの海外から留学生に援助

をする事でロータリーの良き理解者を育てる事で日本の良き理解者にもなっても

らえるでしょう。大東米山奨学委員会委員長・田川カウンセラー、リエさんのお世

話をしていただきましてご苦労様でした。本年度 FVP 特別委員会が設置され、奨

学生のリエさんとの縁で、次年度ネパールに浄水器設置を予定しました。それに先

立ち橋本国際奉仕委員長・木村ロータリー財団委員長のお二人がネパールまで現地

視察に行っていただきました。現地のカトマンズ西ロータリークラブとの打合せ並

びに現地の環境など視察していただき非常に FVP 委員会として参考になりました。

ありがとうございました。引き続き次年度浄水器設置に向けて宜しくお願いします。

次年度の FVP は次次年度の事業計画もしなくてはなりませんので、橋本委員長宜

しくお願いします。国際奉仕の WCS 事業で台北雙渓 RC と高雄鳳山南 RC・台中

南屯 RC・大東 RC で新台北市立平峡中学校多機能教室フロアーリフォーム計画に

参加してまいりました。４RC のより友好が深められ事と思います。同行していた

だきました橋本国際奉仕委員長・藤本直前会長・小川幹事ありがとうございました。

社会奉仕委員会松原委員長地区補助金を利用して末広公園憩いの場にベンチを設

置していただきましてありがとうございました。ロータリーの知名度を上げるのに

役立ちました。また朝早くから交通安全運動に委員長始め多くの会員が参加してい

ただきましてありがとうございました。大東市民まつりでのご協力重ねてお礼申し

上げます。新世代奉仕委員会田川委員長ご苦労様でした。予てより懸案事項であり

ました、継続事業の扱いについて色々ご検討いただきありがとうございました。第

29 回四條畷警察署管内中学校剣道大会は予定通り行われましたが次年度の第３０

回記念大会をもって終了となります。これを機会に次年度委員長におかれましては

継続事業の有無について更なるご検討お願いします。また大東ロータリー旗争奪少

年野球大会・大東市小中学生弁論大会ご苦労様でした。会員の皆様方の大会運営に

ご協力いただきました事、重ねてお礼申し上げます。インターアクト委員会の東村

委員長ありがとうございました。海外研修でタイに大阪桐蔭高校ならびに各校のイ



ンターアクトクラブを地区の副委員長として引率していただきご苦労様でした。ま

た同行していただきました会員の皆様ありがとうございました。早朝清掃活動・年

次大会・新入生歓迎等多くの事業に御尽力いただきありがとうございました。１年

目の委員長としてがんばって、各委員会の事業にカメラマンとして参加していただ

きました、空門広報委員長ご苦労様でした。毎週の週報に報告の写真を掲載してい

ただき楽しみにしておりました。記録保存は大事な事でもあります。大東ロータリ

ークラブのホームページでの対外的な広報活動もしていただきありがとうござい

ました。例会での写真撮影ありがとうございました。出席委員会の堀部副委員長ご

苦労さまでした。１００％出席の報告聞きますと非常に嬉しく思いました。ありが

とうございました。国際交流平和委員会小林委員長ありがとうございました。規定

委員会大西委員長何回も理事会に出席いただきながら、慶弔規定が改訂できず、や

っと１年越しに慶弔が改訂できました事お詫び申し上げます。ありがとうございま

した。今年度一番の反省点は会長でありながら、私自身が会員増強できませんでし

た事です。職業分類・会員選考の加藤委員長・会員増強委員会の角井委員長始め全

会員の皆様方にお詫び申し上げます。誠に申し訳ありませんでした。会員増強はク

ラブの重要課題であります。永遠のテーマでもあります。増強なくしてはクラブの

活性化がありません。増強できなかった私が大きな顔では言えませんが、何とぞ次

年度も引き続き会員の皆様方のお力をお貸しください。唯一山田 伸会員が昨年の

９月に入会され非常に嬉しい事でした。しかしながら、退会者も４名ありました。

私の不徳の至りです。申し訳ありませんでした。 

最後になりますが、１年間右往左往しながらこられましたのは、会員皆様方の大きな

寛容の心と、ご協力の賜物の他にはありません。感謝申し上げます。また小川幹事に

はパートナーとしてご協力頂き、世話役として支えていただきまして心より感謝申し

上げます。事務局の村本さんにも大変お世話になりました。毎週の例会のお世話準備

ご苦労様でした。事務局運営も真面目に適格に励んでいただきありがとうございまし

た。連絡も密にいただき助かりました。  

次年度の高島会長、大東幹事は優秀なお二人ですのでご活躍を期待もうしあげます。

また更なる発展の為、次年度会長・幹事に会員皆様のご支援とご協力を賜りますよう

に宜しくお願い申し上げます。 

これを持ちまして「本年度実績報告と反省」とさせて頂きます。 

この１年間本当にありがとうございました。             感謝合掌 

 



◆幹 事         小川 芳男 会員 

前列で、上田会長と中嶋ＳＡＡの間に座らせて頂

き 1 年間を過ごさせて頂きました。そのこと自体

が、私の、ＲＣ幹事としての財産になったように

思います。お二方に心より御礼を申し上げます。 

理事会では、理事の皆さんが、会員のロータリー

ライフを、よい快適にするべく毎月毎月、大変積

極的な御議論を交して頂きました。その中の一つに慶弔規定の修正変更もあります。

この修正変更により、世間一般に行われています弔事と大東ＲＣでの弔事との乖離

が、若干なりとも擦り合わされたのではと考えております。 

本年度は、ＦＶＰ特別委員会を立ち上げて頂きました。橋本委員長のもと協議を重

ねネパールへの水支援事業を決定致しました。今現在、地区での補助金申請の審査

を終え、ロータリー財団に事業申請されている段階であります。ほぼ補助金に関し

ては、最終段階に入りました。 

また前年度からのＦＶＰ事業として社会奉仕委員会が、45 周年事業の植樹を行っ

た末広公園にベンチを 2 台設置いたしました。 

親睦委員会の家族会として金沢旅行そして太閤園でのクリスマス例会、委員長また

委員の皆様が、準備の段階から大変なご苦労をなさっておられましたこと心から感

謝申し上げます。 

国際奉仕委員会におきましては、スワンシーＲＣとのＷＣＳ事業であります、恵ま

れない子供の為の学校への合同贈呈式典に出席させて頂きました。現地に行くこと

でこの事業が大変有意義なものであることを実感させて頂きました。またスワンシ

ーＲＣ会員との心の触れ合う交流は、私の台湾への想いをより深く、より熱いもの

に変えてくれました。 

そして職業奉仕委員会の家族会としての台湾研修旅行がありました。大変心に残る

研修旅行になりました。 

新世代奉仕委員会は、継続事業として剣道大会・野球大会・弁論大会と対外的事業

をもち年度がスタートする前から委員長が動いておられました事、心から感謝申し

上げます。 

幹事としてＩＭ3 組の 4 回の会長幹事会に出席させて頂きました。各クラブの事業

やクラブ運営の想いや苦労そしてその成果を聞かせて頂き、亀井ガバナー補佐の助

言・提案を頂戴し私のＲＣに対する視野がいくらか広がったように思います。会員



増強は、各クラブ苦労をされておられました。 

大東ＲＣの会員増強は、1 名の入会を頂きましたが、残念ながら 4 名の方が退会さ

れました。それぞれにご事情がおありで御座いましたが、非常に残念な思いであり

ます。ただ出席率は、胸を張って、他クラブに報告をさせて頂きました。他クラブ

から感嘆の声を頂きました。年間 43 回の例会中、本年度 100％出席の例会 33 回

となりＲＣは出席からという言葉がありますが、大東ＲＣの出席意識の高さは、目

を見張るものがあります。この伝統は、引き継いでいかなければと思っています。

本年度は大東中央ＲＣが、春のライラを主管されました。会員数の半数の登録要請

がありインターアクトクラブを提唱している当クラブとして、親クラブとして、微

妙な立場にありましたが、半数以上の自主登録を頂き、皆様の温かい友情を全身に

感じて、報告させて頂きました。大東中央ＲＣ田中会長・西垣実行委員長から感謝

の言葉を頂きました。大東ＲＣの幹事としても皆様に感謝申し上げます。 

そのインターアクトクラブ委員会は、学生とともに海外研修に同行され例会でその

様子の報告も頂きました。会報・広報委員長におかれましては、クラブの円滑な情

報提供に奔走していただきました。雑誌委員長は、毎月のロータリーの友へのいざ

ないとしての内容解説を有難うございました。毎週のシンギング委員長の指揮棒に

大東ＲＣの一体感を感じていました。ニコニコ箱委員長は、本年度からの新制度に

大変緊張をされたと思います。予算全体を統括された会計理事とともにお金を管理

するご苦労に最大級の感謝を申し上げます。有難うございました。 

最後に幹事として至らぬ点が多々あったと思いますが、各委員長・会員のご協力を

頂き、幹事としての責務を果たすことが出来、心から感謝申し上げます。有難うご

ざいました。 

 

 

◆規定委員会        大西 寛治 委員長 

規定細則の変更を目指しましたが、理事会での審議

にまで及びませんでしたので結果できませんでした。

資料等必要な書類は次年度委員長に引き継ぎます。 

 

 

 

 



◆S.A.A            中嶋 啓文 会員 

RC 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。そのクラブ活

動の根幹であります例会の運営責任者として、スムーズな進行、会員相互の親睦を

図ることはもちろんのこと、規律を重んじた品格ある運営を目指してまいりました。 

会員の皆様の多大なるご協力をもちまして、本年度も出席率を落とすことなく運営

することが出来ました。特に親睦委員会の皆さまには大変お手数をお掛けしました。

また、事務局の村本さんにもいろいろとお気遣いいただきました。ありがとうござ

いました。 

本年度は、上田会長のテーマ「今を生きる、そして未来につなげる」のもと、頑張

って参りましたが、S.A.A として単に例会運営をこなしていただけで、未来につな

げるお役立ちが何も出来なかったことと反省しております。 

しかしこの一年を通じて、例会の運営にあたり会長、幹事、各委員会ならびに会員

の皆さま全員によって成り立っていることを改めて教えていただきました。例会を

支えていただきました会員の皆さまに心より感謝申し上げます。 

一年間、ありがとうございました。 

 

 

 

 

２０１４～２０１５年度 
 

●第３回クラブ協議会開催● 
 

６月２４日（火）例会後、第３回クラブ協議会が開催されました。 

次回は 9 月 30（火）例会後、ガバナー補佐をお迎えしての第４回クラブ協議会を予

定しております。 

 


