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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？

大東ロータリー会長テーマ
「LIGHT UP DAITO 地域と ともに輝きを」

２０１４年～２０１５年度

ロータリーに輝きを

国際ロータリーのテーマ

平成 26 年 7 月 8 日
今週の卓話

No.2255

国際ロータリー会長
ゲイリー C.K. ホァン

H25.7.1 (No.2254 の例会記録)

（7 月 8 日）

「新年度の方針発表」
各委員長・ＳＡＡ

次週の予定

ロータリーソング

（7 月 15 日）
「大東ロータリーソング」
「四つのテスト体操」

「新年度の方針発表」
各委員長

先週の例会報告

後面に記載

◆ 出席報告（7 月 1 日分）
会員数 39 名 出席数 31 名 欠席者 2 名
特定免除 5 名 その他免除 1 名
出席率 93.94％
前々回 6 月 17 日分
ホームクラブの出席者 31 名

93.94％

メークアップの結果 33 名
特定免除

7名

欠席者 0 名

その他免除

ニコニコ箱

1名

修正出席率 100.00％

髙島

会長の時間

登

会長

本日より大東ロータリークラブ第 47 代会長を
務めさせて戴きます髙島

登です。一年間宜しく

お願い致します。
私は 17 年前、岡本会長の時に入会しました。
当時約 70 名のメンバーがおられました。そんな
中でこんなに早く会長をさせて戴けるとは思っ
てもみませんでした。若輩者ではございますが、歴史と伝統のある大東ロータリー
クラブ会長として一年間精一杯務めさせて頂きます。
今日は 7 月１日火曜日です。会長就任初日に理事会、例会が出来て縁起良く思い
ます。又、来年最終例会は 6 月 30 日火曜日です。ぴったり 365 日ロータリークラ
ブが出来る事をとても嬉しく思います。
藤本会長の時に幹事として、上田会長の時に会長エレクトとして勉強して来た事
をしっかりと守り、理事、役員、各委員長そしてメンバーのご協力のもと、楽しい
一年として行きたいと思いますので皆様方のご支援、ご指導宜しくお願い致します。

大東

理事会報告
第 1 回(7 月)定例理事会
＜決議事項＞
1.青少年奉仕委員会の剣道大会について

・・・・承認

2.インターアクト海外研修について

・・・・承認

3.秋の家族会について（日程・行先）

・・・・承認

4.新入会員について

・・・・承認

5.市民まつりプログラム協賛について
50,000 円

ニコニコ会計拠出

６.年間プログラムについて

・・・・承認
・・・・承認

弘

幹事

委員会報告
◎ニコニコ箱委員会

間

紀夫

・誕生日

自祝

髙島

・誕生日

自祝

佐藤

委員長
登

君

多加志君

・一年間宜しくお願いします

髙島

登

・一年間宜しくお願いします

大東

弘 君

・父の通夜葬儀お世話になりました

谷中

清孝

君

・早退お詫び

森山

信一

君

・間委員長ニコニコ一年間頑張って下さい

大西

寛治

君

・大東さん大変お世話になりましてありがとうございました

上田

正義

君

・例会欠席

堀部

邦夫

君

小川

芳男

君

杉原

巨峰

君

木村

克己

君

中野

秀一

君

東村

正剛

君

間

紀夫

君

東野

喜次

君

森岡

信晶 君

前日までの欠席無届お詫び

・間ニコニコ箱委員長

一年間よろしくお願い致します

・親睦会打ち上げ！！ありがとうございました
・髙島会長

感謝

一年間よろしくお願い致します

・親睦打ち上げありがとうございました

感謝

君

・中野親睦委員長一年間お疲れ様でした
本日より新年度 親睦活動委員会運営頑張ります
・中野委員長お疲れ様でした

東村委員長宜しくお願いします

皆様一年間ニコニコ宜しくお願い致します

感謝

・今年一年宜しくお願いします
・親睦打ち上げありがとうございました
・親睦打ち上げお疲れ様でした

おつかれさまでした

中野前委員長大変お世話になりました

東村委員長これからよろしくお願いします

感謝

山田

伸

君

◎雑誌委員会

福富

經昌 委員長

【横組みページ】
☆ロータリーの友委員会委員長・橋本長平氏(京都東 RC)の年
度初めの巻頭言：「ロータリーの心を伝える『友』誌のさらなる
充実を願って」
☆ Ｒ Ｉ会長メッセー ジ「ロータリーに輝 きを：Light Up
Rotary」：ロータリーの中に、奉仕や責任の重要性、家族や他者
の尊重といった中華的価値観を見出し、孔子の「與其抱怨、不如
改變」という考え方が非常に似ている。これは世界の問題に対するロータリーの取
り組み方を要約している。
☆RI 指定記事：讚!

ZAN!

Rotary International’s new President, Gary

C.K. Huang 氏の紹介記事。
ロータリーに輝きを：2014-15 年度国際ロータリーのテーマの解説
☆2014-15 年度 RI 理事会メンバー紹介日本からは玉名 RC の杉谷卓紀氏が参画
☆ガバナーの横顔：2014-15 年度

全地区ガバナーの紹介

☆心は共に：「会津の里にこらんしょ!」（常葉 RC）、「石巻へ桜の視察」（京都西
RC）、「気仙沼のサッカーチームと交流試合」（成田 RC）、「あれから 1 年、湊中学
校の生徒たちと再会」（善通寺 RC）、「地区の二つの委員会合同で被災地を訪問」
（2660 地区社会奉仕委員会・災害支援プロジェクト委員会）
☆よねやまだより…米山記念奨学会・理事長板橋敏雄氏による“今こそ「真の平
和の架け橋」が必要とされる時――かけがえのない人材育成を目指して――”寄付
金の有用性について解説。
☆ポリオ・プラスの現況報告：エンドゲームに向かっての緊急提言、WHO によ
る緊急事態宣言に関して解説

【縦組みページ】
☆スピーチ：2650 地区・職業奉仕講演会要旨(2014 年 2 月
2 日)：茂山千五郎家当主

茂山千五郎氏の｢茂山千五郎家とお

豆腐主義」の講演の中で「狂言の家を守るとはどういう気持ち
か、とよく問われます。それは家訓である『お豆腐主義』を伝
えるということで、駅伝のように代々受け継いだものを次の世
代へ送ることです。たまには、区間賞は取りたいと思っており
ます。」と述べている。

☆わがまち……そしてロータリーは京都府・京都市です。「西陣から発信する『伝
統』の新しい形」京都さくら RC 田中峰子氏（西陣・呉服商：冨田屋第 13 代当主）
による京都西陣の案内記事です。
☆友愛の広場：大阪天王寺 RC 和泉俊治氏の「ロータリーの友を迎えて」ネパー
ルの米山奨学生との 17 年ぶりの再会話。
☆卓話の泉：坐と座…大阪淀川 RC 井本敏弘氏
☆ロータリーアットワーク：第 2660 地区からは、大阪リバーサイド RC の「カ
ンボジアの職業訓練施設を支援」、高槻 RC の「地域社会づくりに貢献」の報告が
掲載されています。その他全国各地の RC から興味ある内容の報告がなされていま
す。投稿にご協力ください。

７月のお花
今月の誕生日花は、新年度を迎える「月」とい
う事で優美な純白の百合でアレンジさせて頂きま
した。使用花材は“リアルト”と百合の王様“カ
サブランカ”です。この花言葉には「純潔」
「無垢」
「威厳」とあります。
是非、お誕生日を迎えられます会員様、また１
つ年を重ねます当クラブにおきましても、純潔、
無垢な思いで 1 年のスタートをきって頂き、素晴
らしい１年にしていただければと思います。
お誕生日おめでとうございます。

『三春の滝桜』

●日本の桜百選 1

エドヒガン系のベニシダレザクラで、大正 11 年
に国の天然記念物の指定を受けた名木。日本三大
桜のひとつに数えられている。樹高は 13.5m、枝
張りは東西に 25m 南北に 20m。四方に伸びた太
い枝に、真紅の小さな花を無数に咲かせ、その様
はまさに水が滝のように流れ落ちるように見え
ることから、「滝桜」と呼ばれるようになったと
言われている。夜のライトアップでは昼間とはま
た違った妖艶な姿を見ることが出来る。
福島県田村郡三春町

先週の卓話

「
●会

新年度方針発表

」

長

髙島

登 会員

本年度国際ロータリー会長ゲイリー C.K. ホァ
ン氏はロータリーの奉仕を人々と分かちあい、ク
ラブをより強力なもとのとし、地域社会でロータ
リーの存在感を高めることで、ロータリーに輝き
をもたらしていただけるようにと、テーマは
「LIGHT

UP

ROTARY

ロータリーに輝き

を」です。国際ロータリー第 2660 地区ガバナー泉

博朗氏はＬｉｇｈｔ

ｕｐに

は照らすという意味もあるが、自ら輝くという意味もある、ロータリアン一人ひと
りが輝く事によって地域を輝かせ、ひいては世の中を明るくすることができる。そ
して、それらの積み重ねが希望に満ちた未来のために必要だということで、本年度
テーマは「ひとりひとりの輝きで、あなたの地域を輝かそう」とされました。ロー
タリー活動においては「親睦」と「奉仕」はロータリーの両輪と言われるが「親睦」
は石垣「奉仕」は城、いくら立派な建物でも土台が弱ければだめ、土台だけが強く
ても建物がなければ何の役にも立たない。しかし、りっぱな石垣があればそれに見
合ったお城を建てたくなる、と述べられています。会員増強に関しては、すべての
クラブで純増 1 名の実現を目標にされています。
国際ロータリー会長、第 2660 地区ガバナーの方針を踏まえ我が大東ロータリーク
ラブにおいても「親睦」による強い土台を造り、各メンバーが安心して「奉仕」活
動が出来るクラブ作りを目指して参りたいと思います。本年度は継続事業のほか、
姉妹クラブ台北雙溪ロータリークラブ訪問、そして FVP 事業として国際奉仕事業
を計画しています。
会員増強については２名以上の純増を実現したいと思います。そこで本年度大東ロ
ータリークラブのテーマを「LIGHT

UP

DAITO

地域と

ともに輝きを」と

させて頂きます。一人ひとりが共に輝き地域を明るくする。又、強い石垣を造る友

に輝きを、と言う気持ちを込めました。親睦、奉仕を中心として、先輩諸兄が築き
上げられてきた歴史と伝統を守り、地域で輝くロータリークラブとして活動して参
りたいと思います。
会員皆様、そして御家族の皆様のご理解とご協力を宜しくお願い致します。

●幹

事

本年度、「ＬＩＧＨＴ
域と

大東
ＵＰ

ＤＡＩＴＯ

弘 会員

地

ともに耀きを」をテーマに掲げ、親睦・

奉仕を中心としたクラブ運営を目指す、高島会
長の下、クラブ幹事として、大東ロータリーク
ラブ・細則に記載されている幹事の任務叉は、
ＲＩクラブ幹事要覧の役割と責務をバイブル
とし、幹事としての職責を理解して遂行すると
ともに、クラブの円滑な運営を推進すべく微力ながら努力してまいりますので、会
員皆様方のご理解・ご協力を宜しくお願いいたします。

●クラブ奉仕委員会
●ロータリー情報委員会

小川

芳男

委員長

５大奉仕の第一部門でありますクラブ奉仕につ
いて、定款には、本クラブの機能を充実させるた
めに、クラブ内で会員が取るべき行動に関するも
のである。と明記されております。また、ロータ
リーの心と実践には、クラブ管理・運営部門とも
称され、クラブ奉仕部門の委員会と他の奉仕部門
の委員会とのバランスのとれたクラブ活動が望
ましいと書かれています。
本年度会長方針であります
を

ＬＩＧＨＴ

ＵＰ

ＤＡＩＴＯ

地域とともに輝き

とあるテーマも各奉仕部門がもたらした地域の輝きと、我々ロータリークラブ

自身の輝きとが、ともに相乗的に輝こうという意味にとらえました。バランスの取
れた活動を心掛けなければと考えています。会員拡大を中心として我々自身がより
輝くために活動していくためにも、ぜひ皆様のご協力をお願い致します。

●会

計

中嶋

啓文

会員

年々会員数が減少の一途をたどり、本年度は今
までにない 39 名の会員数でスタートします。
2014 年 4 月から消費税の増額があり、また、財
団からの寄付金の増額要請も来ております。今ま
で通りの予算のあり方では非常に厳しい状態に
あります。
本年度は、会員の皆様のクラブライフの快適さを下げることのないように配慮し
ながら、一方では厳しい予算を組んでおります。
会員諸兄のご理解をいただきますようお願い申し上げます。これが 50 周年に向け
ての予算の礎になればと思います。これを機会にＲＣの運営について、また事業の
在り方についても考え直していかなければならないと思います。
ニコニコ会計に於いても、ここ２年間は会員各位のご協力により予算額を大幅に
上回る結果をいただきました。本年度も引き続き今まで以上のご協力をお願いいた
します。
本年度も会員各位の規律を重んじた品格ある行動とご協力を重ねてお願いいた
します。

●職業奉仕委員会

田川

本 年 度の髙 島会 長 のテー マであ る「LIGHT
UP

DAITO

地域と

ともに輝きを」を基本理

念に、ロータリアンひとりひとりが自ら輝くこと
によってロータリー全体が輝き、地域社会に職業
を通じて、すこしでも役立つ奉仕をし地域社会全
体が輝くことを進めて行きたいと思いますので会
員の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

和見

委員長

●社会奉仕委員会

大矢

克巳 委員長

社会奉仕委員会は、例年の継続事業となってお
ります、各種団体への募金・協賛の事業を行っ
てまいります。
大東市民まつりの実行委員として参加、協賛、
薬物乱用防止活動への協賛も再開する予定にし
ています。
昨年も実施しましたが、地区補助金を利用した
事業を検討していき、社会奉仕委員会として積極的に企画・事業化に参加していき
たいと考えております。
又、下記の事業を計画しておりますので、ご協力・ご参加頂けます様お願いします。
＜事業計画＞
共同募金に参加
大東市立療育センターへの慰問品贈呈
歳末助け合い募金に参加
交通安全運動に協賛
大東市民まつりの実行委員としての参加
薬物乱用防止活動

●国際奉仕・世界社会奉仕委員会

木村

克己

委員長

本年の事業としては、まず昨年度の FVP 委員会
にて立案しました「ネパール水インフラ改善事
業」を実施致します。地区補助金及びクラブ拠出
金により学校と職業訓練施設に浄水設備を寄贈
する予定です。
2015 年 3 月頃に現地にて贈呈式を執り行いたい
と考えています。
WCS につきましては本年も雙渓 RC 側で行う事となっておりますので、当クラブ
は寄付金を拠出するのみですが、本年は雙渓 RC より 3520 地区のガバナーを輩出
される事も有り、そのお祝いに 2015 年５月頃訪問する予定です。
上記２つの事業をメインに一年間展開して参る所存ですので、メンバーの皆様の積
極的なご参加をよろしくお願い致します。

●青少年奉仕委員会

橋本

正幸

委員長

青少年の健全育成のための援助を、小学生を
対象とした少年野球と中学生を対象とした剣
道大会に２０年以上取り組んできました。また、
５年前から小中学生による弁論大会に援助を
行っています。
青少年のスポーツや文化に対する取り組みが
多様化するなかで、現在の奉仕活動を再度検討
する時期でもあり、新規会員が減少するなかで限られた予算をどうのように活用し
ていくのかを念頭に置きながら事業に取り組む必要があると考えます。
昨年度来より懸案事項となっている継続事業の剣道大会については、今年度の３０
回という節目を最後に廃止の方向で進めていきます。この件につきましては、四條
畷警察と中学校には昨年度より打診を行っています。当クラブの昨年度理事会にお
いても承認を頂いているところです。
これまで長年に渡り大会に取り組んでいることから、今年度参加者には記念になる
ような大会になるよう配慮したいと考えています。
継続事業の見直し
剣道大会の廃止
今後の野球大会について
事業計画
第３０回四條畷警察署管内中学校対抗剣道大会
大東ロータリー旗争奪
大東市小中学生弁論大会

青少年野球大会

●2014-15 年度

７月２２日（火）

９月初旬

１1 月中旬

米山総会及び新規奨学生歓迎会●

7 月 6 日 KKR ホテル大阪に於いて、米山総会及び新規奨学生歓迎会が
開催されました。

岡本会員の音頭で

ゴング引渡し

「乾杯！」

2013-14 年度 上田会長、小川幹事への記念品と花束贈呈

「お疲れ様でした」

< 2014-2015 年度 集合写真 >

