
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （6 月 23 日）

次週の予定  （6 月 30 日）

◆ 出席報告（6月 16 日分） 

会員数 42名 出席数 34名 欠席者 2名 

特定免除 6名 その他免除 0名 

出席率 94.44％ 

 

前々回 6月 2日分 

ホームクラブの出席者 30名  85.71％ 

メークアップの結果 35名 

特定免除 7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 

「日も風も星も」「四つのテスト」 

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？ 

DAITO 
ROTARY 

OSAKA JAPAN 

CLUB WEEKLY BULLETIN

ニコニコ箱 

平成 27 年 6 月 23 日   No.2296   H27.6.16 (No.2295 の例会記録) 

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」

・いよいよ実績報告の時になりました 1 年間ご苦労様でした  

  髙島  登 君 

・プールで 100ｍ泳げました      大東  弘 君 

・例会欠席申し訳ありませんでした    上田 正義 君 

・福富先生お世話になりました     小川 芳男 君 

・佐藤会員色々お世話になりました 感謝   木村 克己 君 

・会社研修旅行で軍艦島へ行って来ました  

悪天候で上陸出来ず…残念！    東村 正剛 君 

・木村会員、佐藤会員 お世話になりました  間  紀夫 君 

・長崎研修旅行に行って参りました 感謝    中野 隆二 君 

親睦活動月間  

今月のテーマ 

「今年度の実績報告と反省」 

 会長・幹事 

「今年度の実績報告と反省」 

 各委員長（会計・SAA） 



 

本年度は今日を含めて例会はあと３回となりまし

た。今日から卓話は「今年度の実績報告と反省」とな

っていますが、今年度の各委員長におかれましては実

績報告だけで特に反省はいらないのではないかと思

っています。各委員長お疲れ様でした。 

先週空門インターアクト委員長から報告があった

とおり、韓国で予定されていたインターアクトクラブ海外研修が中止となりました。

大変残念でなりません。両国のインターアクター達は色々準備して楽しみにしてい

たことでしょう。しかし今、韓国ではマーズが猛威を振るっています。今後の推移

を見守るしかないでしょう。サーズが流行したのも最近の事ですし、昨年のエボラ

出血熱でも多数の犠牲者が出ました。人類は過去に多くの感染症を経験しています

が、人類滅亡には到っていません。 

14 世紀のヨーロッパで猛威を振るったペストでは、ヨーロッパの人口が半分にな

ったとも言われています。 

20 世紀に入ってからも、スペインかぜでは 5000 万人が犠牲になったと言われて

います。いくら医学が発達しても、どうする事も出来ない感染症が人類を襲うかも

しれません。そんな時代に遭遇する事なく平和に暮らしたいと思います。 

一日でも早くマーズが終息し、インターアクトクラブの日韓交流が始まる事を願

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

髙島  登 会長会長の時間 

     
 
 

大仁農場のともえ桜から北側の丘にあ

る茶畑の西側に二本の桜がある。山桜と

思われるが白く大きめな花なので大島

桜かもしれない。以前はすっきりとした

樹形であったが台風や強風で折損し見

栄えが悪くなったようである。咲き具合

にはわずかに差があるようであるしだ

れ桜は樹齢約 380 年余りで目通り周囲

3.3 メートル、樹高 14 メートルで素晴

らしい花を咲かせます。 

『大仁農場の夫婦桜』                 ●日本の桜百選 25    

所在地 伊豆の国市浮橋 1606-2 



 

先週 藤本 規定委員長よりご報告がありました、 

大東ロータリークラブ細則 変更案について本日の週報に掲載させております。 

尚・細則変更には、細則 第１５条 改 正 により 

定足数の出席する任意の例会において、出席会員の３分の２の賛成よって改

正することができる。 

となっておりますので次週６月２３日の例会において賛否を問いますので宜

しくおねがいします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「 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 

 小川 芳男 委員長 

本年度、会員の皆様に於かれましては、大東ロータリ

ークラブの各事業にご参加ご協力を頂きまして誠に有難

うございます。感謝申し上げます。去年の７月にスター

トし、各委員会の皆様が、ご尽力され素晴らしい事業を

残してこられました。委員長そして委員の皆さま、心より感謝申し上げます。本年度

のクラブ奉仕委員長としての卓話をさせて頂いたときに、役員人事の件、新入会員の

件、いくつかのご提案をさせて頂きました。御一考頂ければと思っております。新入

会員のオリエンテーションは、4 名の入会を頂き、年度末になってしまいましたが例

会後に用意いたしております。ご負担にならないように出来るだけ手短に執り行う予

定ですが、新入会員との時間は、楽しみの時間であります。大東 RC の強力な戦力に

成ってくれる事だと期待いたしております。会長エレクト・副会長として一年間を過

ごさせて頂きました。先輩諸兄から色々なご助言を頂き大変有意義な一年間を過ごさ

せて頂いた事、感謝申し上げます。今後のロータリー活動に生かすべく、頑張ってい

こうと思っています。最後になりましたが、高島会長・大東幹事一年間大変ご苦労様

でした。 

今後ともよろしくお願い致します。 

大東 弘 幹事 

先週の卓話 

幹事報告 



 

●職業奉仕委員会       田川 和見 委員長 

26 年 10 月 14 日職業奉仕月間に因んでの情報集会で

は 2 年前の米山奨学生であります、付翠紅さんに卓話を

お願いしました。彼女は私の知り合いの会社に入社し、

中国・台湾との通訳をしながらロータリー米山学友会に

も積極的に活動し、日本と中国の友好関係に協力してく

れました。 

27 年４月 7 日の春の家族会では、私の会社が紙を加工しており、リサイクルにつ

いて岡山の大王製紙に行き、古紙からダンボール厚紙・トイレットペーパー・ティッ

シュペーパーに再利用する現場に行き、昼食会の方に桜 100 選である鶴山公園（か

くざん）で桜の豪華な風景を楽しみました。 

他にも米山奨学生シュレスタ・リエさんのカウンセラー、またゴルフ会のキャプテン、

グルメ会の会長、親睦会のメンバーをさせて頂きました。ありがとうございました。 

 

 

●社会奉仕委員会        大矢 克巳 委員長 

本年度全ての事業が終了しました。 

市民まつりにおきましての薬物乱用防止キャンペーン

の参加、交通安全週間キャンペーンへ参加、情報集会等、

皆様に大変御協力いただきありがとうございました。 

地区補助金を利用した事業を検討しますと、年頭にお伝えしましたが、実現に至ら

なかったのが反省面でございます。 

次年度におきましては FVP 委員会が継続されますのでよろしくお願いします。 

 

 

●国際奉仕委員会         木村 克己 委員長 

本年度の国際法委員会としては、メイン事業として「ネ

パールでの FVP 事業」「WCS 事業」「雙溪扶輪社周年参加

事業」の３つがありましたが、その他「例会卓話」「情報集

会」等もありましたので、時系列にてご報告させて頂きます。 

昨年 12 月 1 日〜5 日の日程で２回目のネパール視察として橋本委員長、佐藤委員

長、中野 SAA の 4 名で行って参りました。この時点では既に２ヶ所の浄水設備は概

ね完成しているのを確認でき、贈呈式の場所、日時、設え、カトマンズ西との交流方

法等について、Udaya 氏と打合せを行って来ました。 



年が明けて 2 月 3 日の例会卓話では、FVP のしくみ、ネパール事業の詳細、雙溪

扶輪社が行う WCS 事業の内容について説明させて頂きました。翌日 2 月 4 日〜9 日

の日程で、高島会長、大東幹事以下総勢１３名のメンバーで「ネパール水インフラ改

善プロジェクト」の贈呈式に参加して来ました。米山奨学生のシュレスタ• リエさん

の叔母さま、シュレスタ• ミヌ氏が支援する小学校とカトマンズ西 RC が設立に関わ

った職業訓練施設の２ヶ所で行われた贈呈式では多くの生徒さんや学校関係者から

の大歓迎を受け、参加メンバー一同大感激させて頂きました。又、カトマンズ西 RC

との懇親会やヒマラヤの高地へのヘリコプター遊覧等すばらしい思い出を作る事が

出来ました。 

2 月 24 日夜の情報集会では「ネパール帰国報告会」としてメンバーの皆さんにネ

パールでの写真や動画を見て頂き、又全メンバーに DVD を配布することによって、

この事業での感動を共有して頂きました。 

4 月 23 日〜25 日の日程で会長以下メンバー９名、御夫人３名の総勢１２名で「雙

溪扶輪社 24 周年記念式典」に参加して参りました。本来本年度は公式訪問の年で

はありませんが、雙溪扶輪社から３５２０地区のガバナー(DG)林谷同(Audi)氏を輩

出されましたのでそのお祝いと共に「WCS 事業記念盾の授与」「姉妹クラブ再締結式

（６年）」「記念品の交換」等がガバナー列席の下執り行われました。2 日目は林ガバ

ナーのご招待で「RI 会長代理歓迎晩餐会」への出席、最終日は「３５２０地区大会」

への出席等大変タイトなスケジュールでしたが多様な台湾の文化に触れる事が出来

たと共に雙溪扶輪社メンバーとの絆もより一層深める事ができました。 

台湾から帰国した当日に「ネパール大地震」が発生し委員会としては急遽クラブに

対し「義捐金」のお願いをさせて頂いた結果、「１００万円」を集める事が出来、カ

トマンズ西 RC へ送金させて頂きました。 

この 1 年間の活動に対するメンバー皆さんのご協力に感謝申し上げます。本当にあ

りがとうございました。 

 

 

●青少年奉仕委員会       橋本 正幸 委員長 

今年度の取り組み 

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、新規会員が減少し限られた予算をどうのように

活用していくのかを昨年度から検討を行ってきました。 

 青少年奉仕委員会の活動のなかで、予算的に大きなウェ

イトを占める剣道大会について検討を行いました。前年度委員長と共に大東ロータリ

ークラブの現状を剣道関係者や四條畷警察、中学校にお伝えいたしましたところご理

解をいただき、第３０回を節目に終えることとなりました。 
 



 実施事業 

 第３０回四條畷警察署管内中学校対抗剣道大会 ７月２２日（火） 

 第３５回大東ロータリー旗争奪 青少年野球大会 ９月７日（日）２３日（祝） 

  第７回大東市小中学生弁論大会 １1月１１日（火） 
 

反省 

 個人的な都合で、インターアクトの事業に参加できなかった事が反省点です。 
 

引継ぎ 

 青少年奉仕については、ＦＶＰ事業にも関連する事が多くあります。今後はＦＶＰ

事業への参加をし、青少年の活動を検討することも考えられると思います。 

 

 

●会員増強委員会         大西 寛治 委員長 

 会長、幹事、東村会員、中野会員の危機感を持った会員

増強で中野、柿木、西山、吉村会員の４名の新入会員を

迎えることが出来ました。髙島会長、東村会員は会員増

強に積極的に協力したことの感謝の意として、RI から

特別な認証ピンとブルーの裏当てが髙島会長へまた、東村会員にはブロンズの裏当て

が RI より送られました。クラブにとって名誉な事であります。若いメンバーが会員

増強に積極的に貢献する事は、クラブの繁栄と活性化に繋がります。委員長として若

いメンバーの活躍が何よりうれしく思います。次年度も一人でも多くの大東ロータリ

ークラブにふさわしい新入会員を迎えられます事を、お願いして報告とします。有難

うございました。 

 

            

●会員選考委員会       加藤 敏明 委員長 

今年度は会員増強が明るさを見せ、会員増強委員会の

努力の結果だと思います。 

推薦され入会された方は、人格、職業、及び社会的な

地位、ロータリアンとして適切であり、例会出席もでき

る会員に入会して頂けたと思っております。 

 

 

 



●規定委員会          藤本 和俊 委員長 

国際ロータリー２０１３年規定審議会で審議され承認

された案件に対し、標準定款・細則に基づき、当クラブ

の定款・細則を改正いたしました。 

大きな変更点は次の項目であります。 

 

1. 定款 

第９条 出席 第３節－出席免除 

年齢が６５歳以上の会員 この項目が削除されました。 

第５条 五大奉仕部門 

新世代奉仕から青少年奉仕に変更になりました。 

その他条文については、加筆訂正しました。 
 

2. 細則 

第２条 理事会 

理事会構成会員１２名から１３名に、理事は５名から６名に変更し、ただし役員お

よび理事の兼任は妨げない旨を追加しました。 

第３条 理事および役員の選挙 第１節－指名委員会 

(a）会長は年次総会のおよそ２か月前の時期に、次年度会長、直前会長、会長エ

レクト、副会長、幹事、会計、会場監督の役員、及び６名の理事を選出するため

指名委員会を設置する旨の本文変更をしました。 

(d) 年次総会で選出された次年度副会長は次の年度の７月１日から会長ノミニー

となり、選挙された次の年度から会長エレクトに就任するものとし、年度を通じ

て役員を務める。会長エレクトはその直後の年度の７月１日から会長に就任する

旨の本文変更をしました。 

第７条 採択の方法 

 本クラブの議事は、口頭ではなく挙手による採決をもって処理されるものとしました。 

その他条文については、加筆訂正しました。 

上記項目に関して大変遅くはなりましたが、当クラブの定款・細則の改正案を理事

会に上程し、審議され承認されました。当月クラブ例会で決議された後、新しい定款・

細則を全会員に配布させて頂きますので、宜しくお願いします。 

 
 
 
 
 
 



 

●出席委員会          堀部 邦夫 委員長 

本年度 5 月末までに例会は 39 回開催され、ホームクラ

ブ例会の出席率が 100％の日は一度もありませんでした

が、修正出席率 100％の日が月では 6 回（2014 年 8 月、

9 月、11 月、2015 年 1 月、2 月、5 月）あり、また例会

39 回中 32 回ありました。これも会員皆様のロータリーに対する姿勢と感謝し、今後

の例会も大いに盛り上げていかれん事を祈念しつつお礼申し上げます。 

 

 

●親睦活動委員会    東村 正剛 委員長 

本年度は高島会長が掲げた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」

を基本理念のもと、親睦活動委員会としてロータリークラ

ブの根幹となる「親睦」を一番に委員会運営をさせて頂き

ました。非公式ではありますが、隔月の割合で親睦活動委員会の親睦食事会を開催し、

その会には会長・幹事、各歴代委員長や先輩をテーマ毎にお招きし、世代間の交流が

でき、更なる親睦を深めることができました。会員拡大にも努力し、４名の新入会員

をお迎えすることができました。 

秋には、東京のステーションホテルリゾートと題し１００年ぶりに生まれ変わった

東京ステーションホテルでの宴会・宿泊を堪能して頂き、首相官邸の見学会をし、ご

参加の方々に喜んで頂きました。これまでの会場とは異なり、中之島ＬＯＶＥ ＣＥ

ＮＴＲＡＬでのクリスマス会では、親睦活動委員会メンバーも家族と一緒に楽しみな

がら参加できる設営をさせていただくなど、ホスト役に徹する一昨年までの委員会活

動から昨年からの運営にならい開催させていただきましたところ、皆様の温かい友情

によりご理解とご協力を頂きました、委員会メンバーを代表し皆様には心より感謝申

し上げます。 

次年度は杉原会員へ親睦活動委員会委員長のバトンをお渡し致しますが、今後も大

東ロータリークラブの世代間を超えた繋がりと親睦が更に深まり、クラブが更に発展

する事を信じております。一年間、本当に有難うございました。 


