DAITO
ROTARY
OSAKA

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

JAPAN

CLUB WEEKLY BULLETIN

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？

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
国際ロータリーのテーマ

平成 26 年 7 月 15 日
今週の卓話
「

No.2256

（7 月 15 日）

旅行について

「

（7 月 22 日）

第 30 回中学校対抗剣道大会 」
橋本青少年奉仕委員長

ニコニコ箱
・米山奨学生総会、歓迎会参加して来ました

髙島

登 君

・米山奨学総会に出席して来ました

大東

弘 君

大西 寛治 君

・田川様ありがとうございました 感謝

小川 芳男 君
橋本 正幸 君
杉原 巨峰 君

出席率 90.32％
前々回 6 月 24 日分

・奥歯を抜きました 感謝

木村

克己

君

・田川さん有難うございました 感謝

東村 正剛 君

・大西さん毎年ありがとうございます

96.97％

皆様のニコニコに感謝
・会報で桜（お花見）をお届けします

メークアップの結果 32 名
欠席者 1 名

「手に手つないで」
「四つのテスト体操」

・田川会員お世話になりありがとうございました 感謝

特定免除 7 名 その他免除 1 名

その他免除

ロータリーソング

大変行儀のよい生徒さん達でした

会員数 39 名 出席数 28 名 欠席者 3 名

7名

米山奨学生 シュレスタ・リエさん

・朝から南郷小に薬物乱用防止教室に行ってきました

◆ 出席報告（7 月 8 日分）

特定免除

ゲスト

・大東市農業委員の当選証書を頂きました

先週の例会報告

ホームクラブの出席者 32 名

ゲイリー C.K. ホァン

H25.7.8 (No.2255 の例会記録)

パート 4 」
大矢 克巳 会員

次週の予定

国際ロータリー会長

ロータリーに輝きを

1名

修正出席率 96.97％

間

紀夫 君

東野

喜次

君

会長の時間
7月6日

髙島

登

会長

日曜日 KKR ホテル大阪にてロータ

リー米山奨学生学友会（関西）２０１４年度総
会及び新規奨学生歓迎会が行われ、大東幹事、
中委員長と共に参加して来ました。大東ロータ
リークラブ会長として初めての行事でしたが、
大変楽しく過ごさせて頂きました。
ロータリアン、現役奨学生、OB 合わせて約 200 名の総会、懇親会は世界中
から集った若者が歌って踊って大変熱気溢れるものでした。シュレスタ リエ
さんも民族衣装で参加されていました。又久しぶりにフ スイコウさんにもお
会い出来ました。私の隣の席におられた韓国人の金さんは米山奨学生 OB で現
在は大阪で行政書士として働いておられ、色々お話を聞かせていただきました
「当たり前の事ですが行政書士の試験は日本語ですよね」とお聞きすると「は
い、法律用語は大変苦労しました」との答えでした。本当に苦労されたと思い
ます。世界中から集った米山奨学生が OB として日本国内で活躍されている姿
を見て、ロータリークラブの奉仕活動の大切さを改めて感じることが出来まし
た。
シュレスタ リエさんをはじめ米山奨学生の皆様の今後のご活躍を期待いた
します。

理事会報告

大東

弘

幹事

テーブルに置いておりますお茶ですが、本日グリル大東さんより会員皆さんにお
中元として頂きましたので、ご報告させて頂きます。

委員会報告

◎米山奨学委員会

中

恒夫

委員長

会長の時間で話されたように、先日日曜日、米山奨学総会および歓迎会に行って
まいりました。
そして、本日米山奨学の普通寄付金・特別寄付金のお願いということで、ポスト
へ入れさせて頂きました。なにとぞご理解のうえよろしくお願い致します。
ネパールから来られた米山奨学生、シュレスタ リエさんが例会を訪問され、近
況報告をされました。

◎インターアクト委員会

空門

満也

委員長

今週 11 日、インターアクト例会が開催されますのでご参加宜しくお願い致します。
また、海外研修参加者対象ですが、翌日 12 日にはオリエンテーション、その後懇
親会がございますのでご参加よろしくお願い致します。
そして、海外研修の会費納入のお願いが入っているかとおもいますが、7 月 24 日
までにご入金の程よろしくお願い致します。

『又兵衛桜』

●日本の桜百選 2

又兵衛桜（またべえざくら）は、奈良県宇陀
市大宇陀本郷（旧大宇陀町域）にある、樹齢
300 年とも言われる桜の古木。瀧桜（たきざく
ら）とも呼ばれる。県の保護樹。2000 年の
NHK 大河ドラマ『葵徳川三代』のオープニン
グ映像で使用された事で有名になった

奈良県宇陀市大宇陀本郷

先週の卓話
「

新年度方針発表

●S.A.A

」
中野

秀一

会員

Ｓ.Ａ.Ａ（Sergent-at-arms）とは会場監督であり、
その任務と役割は「円滑に効果的な例会が行われ
るようにする事」にあります。本年度の高島会長
が掲げる大東ロータリークラブのテーマ
「LIGHT UP DAITO 地域とともに輝きを」そ
して、会長基本方針の根幹である「親睦と奉仕」
に繋がる例会運営に寄与するべく、親睦活動委員会・出席委員会をはじめとする各
委員会と連携して、「品位ある楽しい例会づくり」に取り組んでまいります。
ロータリーの活動原点である例会が源となり、各事業にも波及効果を及ぼし、メ
ンバー各々が更に輝き放ち、地域を明るくする存在感あるクラブへと更に発展する
一助となるよう、Ｓ.Ａ.Ａとして精一杯努めてまいりますので、皆様には例会への
積極的な参加とご協力をお願い致します。

●職業分類委員会

角井

吉彦

委員長

加藤

敏明 委員長

職業分類は従前 1 業種 1 名を原則としていまし
たが、2001 年の規定審議会での決定により現在は
1 業種 5 名を原則として迎え入れることが出来る
ように変更されました。近年当クラブも会員減少
により多くの未充填会員枠があります。会員増強
において職業分類は殆ど問題無いと思いますので、
多くの新入会員の推薦をお願い致します。

●会員選考委員会
世界のロータリークラブ会員数は、今や減少の
方向に向かっています。
会員の増強なくしては、活動が思うように出来
ない状況になりつつあり、増強あっての大東ロー
タリークラブです。
大変厳しい状況ですが、会長を軸とし会員増強

委員会と職業分類委員会と相互に連絡を取りあい、いっそう努力し幅広く地域を見

回しつつ、推薦された人の人格、職業及び社会的な地位等をよく調べロータリアン
として適切であり、例会に出席できる人を選考していきたいと思います。

●会員増強委員会

大西

寛治

委員長

藤本

和俊

委員長

ガバナー、髙島会長共に純増 2 名の実現を目標
にされています。伝統と格式を重んじる我クラ
ブを維持し 50 周年を迎える為に、しかし大東
クラブにふさわしく会員選考委員会からも推薦
される適格な新入会員を紹介します。一人の情
報より大東クラブ 39 名の情報量に期待し、全
会員のご協力をお願い致します。

●規定委員会
当委員会の任務は、「国際ロータリー規定審議
会に提出される規定案及び決議案を討議して意
見を理事会に提出し、また国際ロータリーで採
択された定款・細則の規定に規り、当クラブの
定款・細則の改定案を作成することを任務とす
る』と定められています。

2013 年４月 21 日～26 日に米国イリノイ州シカゴにおいて、ＲＩ規定審議会が
開催され、定款及び細則が一部改正されました。また、昨年度大西前規定委員長よ
り提案された細則再考案も併せて当委員会で検討し、理事会等で諸手続きを経て大
東ロータリークラブ定款・細則を刷新する予定であります。

●出席委員会

堀部

邦夫

委員長

ロータリー活動の第一歩は例会出席から始ま
るとされています。
以前は１００％の例会出席を耳にすることは
大変少なかったと思いますが、今年６月までの
例会（計４３回）のうち５月末（３９回）まで
の修正出席率１００％の日は３１回ありました。
又月平均出席率１００％の月が５回もあり、これも会員皆様の熱心な努力の賜物と

感謝しています。
以前は夢であった毎回出席率１００％を目標に、会員皆様の実のある交流、情報
交換の場を目指し、会長方針の「地域と

ともに輝きを」を推し進めていきたいと

考えています。

●親睦活動委員会

東村

正剛

委員長

本年度、親睦活動委員会の委員長の大役を仰
せつかりました東村正剛と申します、何卒よろ
しくお願い申し上げます。さて本年度の高島会
長は、大東ロータリークラブのテーマを「Ｌｉ
ｇｈｔ

ｕｐ

ＤＡＩＴＯ

地域とともに輝き

を」と掲げられました。親睦活動委員会はロー
タリー活動の基本である「親睦」を建物の石垣に例えられているように、根幹的な
役割を受けております。この石垣無くしてお城が建つわけがありません、つまり「奉
仕」をできるわけがありません。
世代間の更なる交流が出来、伝統の継承が行なわれ、新しい世代への継承に繋げ
れる委員会運営を心掛けていきたいと考えています。
尚、本年度の家族会、クリスマス会では参加して頂いた会員、ご家族の皆様に喜
んで頂けるようおもてなしの気持ちを持って設営したいと考えておりますので、皆
様にはご理解とご協力をお願い致します。
《今年度事業計画予定》
1.例会設営
2.秋季家族会

１０月７日～８日

3.第４７回クリスマス会
4.春季家族会

４月７日

5.親睦委員会懇親食事会
6.その他

１２月９日

●プログラム委員会

小林

誉典

委員長

本年度のプログラム作成にあたり卓話を会員
皆様にお願いしましたところ、委員長関連卓話
を除き、18 名の皆様に快く引き受けて頂きまし
た。今年度は、会員数が 39 名になってしまい、
ほぼ会員全員が卓話を行うことになりますが、
それぞれ、卓話を聞くことで知見を増やし、卓
話をすることで自己を研鑽し、今年のテーマである「ロータリーの輝きを」の実践に
役立つことを願いたいです。

●会報委員会

東野 喜次

委員長

例会内容・報告決定事項を漏れなく的確に会
員皆様にお伝えする重要な通信手段が週報の大
きな役割だと思っております。
その為にも例会事での内容をしっかり把握し
て効率良く、短的な週報を作成してまいりたい
と思っております。
事業内容（の写真）や同好会等の写真もなるべくお見せ出来ればと思っておりま
すので、参加もする事を第一に致しますが、広報委員長の多大なご協力の程宜しく
お願い致します。
又余白の部分には、今年度は各地の桜の名所、名木に絞って不定期になりますが、
お送りしたいと考えております。
なにとぞ会員の皆様のご協力の程宜しくお願い申し上げます。

●広報委員会

森岡

信晶

委員長

携帯電話がスマートフォンに。
今やコミュニケーションの起点はインター
ネットからと言ってもよいのではないでしょ
うか。
この環境をクラブ内のコミュニケーション
(情報の配信と共有化)のために役立てる環境づ
くりは、これからの情報発信の上で、大切で欠かせないものだと思います。

具体的な取り組みとしては、クラブ内の連絡メール配信の仕組みを作り、伝達の
スピードアップを図りデータのやり取りをスムーズに行えるよう整え、事務局と連
携し早く的確な情報伝達が行えるよう取り組みたいと思います。
また、対外的な広報活動といたしましては、Web サイトと昨年度より活用され
ております facebook を起点に引き続き皆様の様々な活動の情報発信を実施してま
いります。
各委員会との連携を高め、新たな情報伝達の流れを作り、戦略的な情報の発信を
行う事で、皆様の活動とその輝きを伝えるお手伝いを行ってまいりたいと思います。
ご協力どうぞよろしくお願いいたします。
●雑誌委員会

福富

經昌

委員長

手続要覧によりますと、この委員会の任務は以下の如く規定されています。「こ
の委員会は、ロータリアン誌に対する読者の関心を喚起し、雑誌月間を主催し、ク
ラブの例会プログラムにおいて毎月雑誌の簡単な紹介を手配し、新会員の教化に雑
誌を利用することを奨励し、ロータリアンでない講演者に雑誌を贈呈し、図書館、
病院、学校、その他の図書閲覧室のために国際奉仕並びにその他の特別購読を取り
計らい、ニュース資料と写真を雑誌編集者に送り、その他あらゆる方法によって雑
誌を本クラブ会員およびロータリアン以外の人々に役立てるものとする。」
2013－2014 年度に引き続いて雑誌委員会委員長を担当させて頂きます。今年度
も毎月購読していただいている「ロータリーの友」を熟読して頂く一助となればと
考え、配布時に内容紹介を行っていきます。毎号興味深い内容が盛り沢山です、是
非熟読しロータリークラブについての理解を深めてください。また、当クラブの活
動状況を他クラブその他外部に紹介するために Rotary at work などに投稿を積極
的に行ってゆきたいと考えております。各委員会などでの外部と関連するイベント
等に積極的に関与させて頂きたく宜しくお願い致します。
以上、ご協力をお願い致します。
●シンギング委員会

松原

清一

委員長

例会のスタートのセレモニーを担う、大切な委員長を承りました。一生懸命タク
トを振りますので、宜しくお願いいたします。
タクト代わりに会員皆様方に楽しんでいただく内容も思案しています。
スタートのセレモニーで例会を楽しくし、有意義な例会にするための一旦の担っ
ていきたいと思っております。

●ニコニコ箱委員会

間

紀夫

委員長

昨年度から『ニコニコ会計』の取り扱いが変
更になり、今年度の実績が次年度の奉仕活動に
直接反映されることとなります。クラブ活動の
根幹にかかわる重要な役割を担うことに非常
に身が引き締まる思いです。
次年度の充実した奉仕活動のために目標達
成に向けて精一杯努力致します。若輩者でこざいますので、前前年度、前年度にも
まして、『ニコニコ箱』へのご協力を賜りますようお願い申し上げます。

●国際交流平和委員会

佐藤 多加志

委員長

本年度も、「国際奉仕委員会」の一助となるべ
く国際奉仕事業を通して、現地との交流とクラ
ブ内メンバーの国際交流に対しての意義を啓蒙
出来る様に活動して参ります。
また、クラブ内メンバーの個人／企業として
の国際交流等も情報を得る等してご紹介出来る
手法も模索して参りたいと考えます。

●ロータリー財団委員会

杉原

巨峰 委員長

財団標語「世界で良いことをしよう」
人々の健康状態を改善、教育支援、貧困救済
を通じて親善、平和を達成することを財団の使
命として掲げています点をふまえて財団活動
にご理解頂ければと思います。
当クラブにおいては、特に前年度より継続で
の FVP 事業への補助金申請に伴う国際奉仕事業への成功、そしてグローバル補助
金奨学生、宮尾真梨子さんが本年度中の帰国を予定しておりますので卓話の方の実
現も考えております。
また、財団やポリオプラス等への貴重な寄付金につきましてもご理解の程宜しく
お願い申し上げます。会員皆様のご支援、ご協力の程宜しくお願い致します。

●米山奨学委員会

中

恒夫

委員長

今年度、米山奨学委員会では、昨年より奨学
生として来られています

シュレスタ

リエ

さんを 2 年目の奨学生として支援してまいり
ます。国際奉仕活動の一環としてカウンセラー
と共に活動を進めてまいります。会員の皆様の
御理解と御協力をお願い申し上げます。

●インターアクト委員会

空門

満也

委員長

大阪桐蔭中学高等学校インターアクトクラブ
の活動に協力・参加し、未来を担う青少年たちの
地域社会への奉仕と国際交流を通じて、感性豊か
な人材育成に努めます。
さて、本年度のインターアクトクラブ海外研
修は当大東ロータリークラブがサポートする大
阪桐蔭中学高等学校インターアクトクラブがホスト校となり台湾へと向かいます。
青少年たちが台湾での海外研修や各行事を通じて、国際社会の重要性を認識して
頂き、インターアクターたちが行う地域社会の奉仕と国際理解を深める活動に対し、
自主性・主体性溢れる生き生きとした活動環境をサポートし、指導力の更なる要請
を目指します。
大東ＲＣの会員の皆様には更なる各事業等へのご協力をお願い致すと思います
が、会員の皆様にはご理解とご協力をお願い致します。
《今年度事業計画予定》
７月 大阪桐蔭ＩＡＣ例会
８月 海外研修

台湾（８月５日から８日）

９月 早朝清掃活動
秋の奉仕活動
１０月 早朝清掃活動
１１月第２６６０地区年次大会 （金光八尾中学高校）
３月

冬の奉仕活動

