
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今週の卓話  （7月 7日）  

次週の予定  （7月 14日） 

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 小川 芳男 
■幹 事 大矢 克巳 
■会報委員長 中  恒夫 
 

◆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 

  

「新年度の方針発表」 
 会長・幹事・奉仕委員長 

  

先週の例会報告 
 

 
世界へのプレゼントになろう 

国際ロータリー会長 

K.R.ラビンドラン 

 

 

２０１５年～２０１６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 

「 輝かしい伝統を心に・変革を！ 」 

◆ 出席報告（6月 30日分） 

会員数 42名 出席数 35名 欠席者 1名 

特定免除 5名 その他免除 1名 

出席率 97.22％ 

 

前々回 6月 16日分 

ホームクラブの出席者 34 名  94.44％ 

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 1名  修正出席率 97.22％ 

 



 
 

いよいよ本年度最後の例会となりましたが、谷中

先輩におかれましては今日がロータリークラブ最

後の例会となります。御子息との交代ですから喜ば

しい事ですが、谷中先輩は平成元年に入会され第

42 代会長を務められた大東ロータリークラブの中

心メンバーであり、私のスポンサーでもあり、良き

指導者です。クラブの例会ではお会いする事はなくなりますが、これからも良き先

輩後輩としてのお付き合い宜しくお願いします。 

先日、野崎駅前にて吉村会員の奥様が野崎観光ステーションをオープンされまし

た。大東市長はじめ多くの議員さん方と盛大にテープカットをされました。日本の

人口の減少や経済の縮小を考えるとこれから大東市も観光には力をいれなくてはな

らないかも知れません。是非大東市の地域活性に繋がるよう願っています。 

今日はこの後の卓話で今年度の実績報告をさせて頂きますが、会長の時間は今回

が最後となります。下手な会話の例会でしたが、楽しんで頂けましたでしょうか。

未だ累計は出ていませんが大東ロータリークラブは地区でもかなり高い出席率を保

っていると思います。 

本年度、一年間つたない話にお付き合い頂き、ありがとうございました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
松原会員、入院につきお見舞金をクラブよりお渡し致しました。

会長の時間 髙島  登 会長 
 
 
 
 

幹事報告 
大東  弘 幹事 

 
 
 
 



 
◎ニコニコ箱               間  紀夫 委員長 
・会長無事終了 感謝 一年間ありがとうございました    髙島  登 君 
・幹事無事終了 感謝        大東  弘 君 
・理事役員無事終了   上田 正義 君 小川 芳男 君 大矢 克巳 君 
・理事役員無事終了   橋本 正幸 君 田川 和見 君 木村 克己 君 
・理事役員無事終了           中野 秀一 君 中嶋 啓文 君 
・委員長無事終了   大西 寛治 君 藤本 和俊 君 堀部 邦夫 君 
・委員長無事終了   福富 經昌 君 中  恒夫 君 小林 誉典 君 
・委員長無事終了 ありがとうございました        杉原 巨峰 君 
・委員長無事終了      佐藤 多加志 君 東村 正剛 君 
・委員長無事終了 インターアクトクラブにご協力いただきまして 

ありがとうございました     空門 満也 君 
・委員長無事終了 一年間ニコニコありがとうございました  

無事目標達成いたしました     間  紀夫 君 
・委員長無事終了      東野 喜次 君 森岡 信晶 君 
・６月 27 日（土）函館競馬場において 
ウイングパラダイス号が優勝しました 自祝     池田  實 君 

・感謝 谷中 清孝 君 
・入会記念日 自祝   家族会欠席お詫び      清水  修 君 
・１年間ニコニコありがとうございました      小川 芳男 君 
・早退お詫び 橋本 正幸氏 
・大東ロータリーゴルフコンペ参加ありがとうございました   田川 和見 君 
・メーキャップなし お詫び 杉原 巨峰君 
・ゴルフ会最終参加 田川ｷｬﾌﾟﾃﾝありがとうございました 感謝  杉原 巨峰 君 
・G.C. 初優勝ありがとうございました       佐藤 多加志君 
・髙島会長昨夜はお世話になりました  
そして、一年間大変お世話になり有難うございました 感謝  東村 正剛 君 

・東村親睦委員長 一年間お疲れ様でした       空門 満也 君 
・東村親睦委員長 一年間ありがとうございました 田川ゴルフ委員長  
楽しいゴルフをありがとうございました          間  紀夫 君 

・田川さんゴルフありがとう！  
皆様会報ご協力ありがとうございました 感謝        東野 喜次 君 

・メーキャップなし お詫び        山田  伸 君 
・東村委員長 一年間ありがとうございました 感謝     中野 隆二 君 
・６月 28 日大東のざき観光ステーションオープニング式無事終わりました  
髙島会長すばらしいお花ありがとうございました 東村委員長、上田さん、 
藤本さん、杉原副委員長ありがとうございました 感謝     吉村  茂 君 

・ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ 田川さんお疲れ様でした ありがとうございました    柿木   篤 君 

委員会報告 



 
 
 

「 今年度の実績報告と反省   」 
 

 

●会 長         髙島  登 会員 

本年度は「ＬＩＧＨＴ ＵＰ ＤＡＩＴＯ 地域

とともに輝きを」をテーマに昨年の７月１日の火曜

日から本日 6 月 30 日の火曜日迄、365 日を無事に終

える事ができました。各役員、委員長、メンバーそし

て御家族の皆様、御協力ありがとうございました。 

本年度の基本方針として来ました、親睦による強い土台造り、各メンバーが安心

して奉仕活動ができるクラブ作りを目指して参りました。この一年間の各委員長の

実績を見ていますと、当初の目標は達成できたのではないかと感じています。又、

会員増強については純増 2 名を達成する事ができました。そして一年間全ての例会、

海外遠征も含め全ての事業に出席する事ができたのは自分の健康管理が良くできた

と自負しております。 

さて、この一年間を振り返って見ますと、まず７月に行われた「四條畷警察署管

内中学校対抗剣道大会」30 回大会を機に今回で終了する事になりました。第１回大

会は昭和 60 年の事です。物事は始めるより終わる方が大変な時もあります。今迄諸

先輩方が御尽力されてきた歴史ある大会を終えるにあたり、委員長各位には大変な

御苦労をおかけしました。 

８月のインターアクト海外研修は、大阪桐蔭が幹事校でしたので、台湾に同行し

てきました。インターアクター達と素晴らしい感動を共有できた事はこれからの青

少年奉仕活動に生かして行けると思います。 

９月には第 35 回大東ロータリー旗杯少年野球大会が行われました。始球式では

力が入ってしまい、大変な暴投でした。デットボールにならなくて良かったと反省

しています。 

10 月の家族会での東京は私にとっては忘れる事のできない想い出となりました。 

11 月にはサーティホールにて大東市小中学生弁論大会が行われ、審査員として参

加しましたが、小学生が自分より上手に話をされるのには驚かされました。 

先週の卓話 



12 月のクリスマス家族会も大変盛り上がり家族共々親睦を深める事ができました。 

1 月の消防出初式では、特等席に座らせて頂き大東市のすべての消防署、消防団

の紹介を観る事ができました。 

そして、２月には FVP 事業としてネパールへ訪問しました。ネパールの子供達

の歓迎は想像をはるかに超えるものでした。 

3 月のグルメ会では大変珍しい料理を食べる事ができ、おいしいお酒でメンバー

と親睦をはかる事ができました。 

4 月は家族会、そして台北雙溪ロータリークラブとの姉妹締結調印式では、いつ

もながら雙溪ロータリークラブメンバーより大変な歓迎を受けました。 

5 月の中之島でのロータリーフェスティバルでは御堂筋から土佐堀と、パレード

が行われ大変な盛り上がりでした。 

最後の 6 月は新旧理事会および次年度クラブ協議会等、次年度もスタートする中、

最後のゴルフコンペや親睦会打ち上げ等、最後迄皆様と楽しむ事ができました。 

この一年間の事はまだまだ沢山ありすぎて全てをお話しする事はできませんが、

一年間会長を務めさせて頂き自分では何もできませんでしたが、皆様のお陰で無事

全ての事業を終える事ができました。若輩者の私を支えて頂いた、一年間を忘れる

事なく、次年度からは会長経験者としてクラブ運営に最大限の協力をして参ります

ので、これからも宜しくお願い致します。 

一年間ありがとうございました。 

 

 

●幹 事         大東  弘 会員 
会員数 39 名でスタートした本年度は、予定者段

階から中嶋会計にご苦労いただき、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も、

厳しい予算組の元で、各委員長さんに事業計画を立

ていただきました。 
そして、定例理事会において建設的なご意見を頂

きながら、全ての事業が予定通り充実した内容で遂行されました。それぞれの事業

には、各委員長さんの早い段階からのご苦労があり、会員皆様のご協力があり、ひ

とつひとつが心に残る事業でばかりでありました。本当に有難うございました。 
クラブの重要課題である会員増強では、４名の方に入会を頂きましたが、残念な

がら２名の方が退会されました。それぞれにご事情があり残念な想いではあります



が、会長の増強目標であった純増２名を達成することが出来、心より感謝申し上げ

ます。 
ロータリーは出席からと言われておりますが、堀部出席委員長・間ニコニコ箱委

員長のおかげおもちまして、本年も大東ＲＣの出席意識は高く、４４回の例会で

100％出席例会が３４回となり、会員皆様の出席に対する意識の表れであり大東ＲＣ

の誇りであります。 
週報では、日本の桜百選の紹介など、読みやすい工夫をしていただいた東野会報

委員長そして、毎回写真を撮っていただき、時には、影像を交えての事業報告など

を制作していただいた森岡広報委員長・有難うございました。 
叉毎月のロータリーの友の内容を解説していただいた福富雑誌委員長・有難うご

ざいました。 
インターアクトクラブ海外研修では、東村地区副委員長・空門委員長のもと９名

の参加・お手伝いをいただき、有難うございました。 
例会運営では、東村親睦委員長をはじめ４名の新入会員を含めた親睦委員会の皆

様にご苦労をいただき、また、秋・春の家族会及びクリスマス家族会では、大勢の

奥様方にご参加いただき、美味しい料理と・楽しい企画で、有意義な家族会になり

本当に有難うございました。 
そして５回の情報集会、叉、同好会ではありますが、グルメ会２回・ゴルフコン

ペ５回等多くの会員に参加いただき有意義な親睦が図れたものと感謝しております。 
 
2014-7-1(火)例会から本日 2015-6-30（火）例会まで、365 日間大東ＲＣ幹事とし

て改めて一年を振り返ってみますと、昨年 5-20 の理事・役員懇談会での、中嶋会計

の会員数 39 名の厳しい予算状態の説明から始まり、今回第 30 回を機に最後の大会

となった剣道大会「いくら昨年度の理事会で承認されていたとは言え、橋本委員長

のご苦労は計り知れない物が有ったと思います。 
そして、大東ＲＣ単独で行いました海外奉仕活動である、ネパール水インフラ改

善事業では、12 月には木村・橋本・佐藤・3 名の委員長と中野ＳＡＡの 4 名方が、

第 2 回視察に行っていただくなど、多大なご負担を頂き準備をしていただきました。

そして 13 名の参加者で２月の贈呈式が無事成功理に終えることが出来ました。 
４月の台湾では ソウケイＲＣ24 周年式典・3520 地区大会前夜のガバナー主催

の晩餐会・3520 地区大会での入場行進等で 国際ロータリーを感じる貴重な経験を

させていただきました。 
そして、藤本規定委員長にもご苦労をいただき大東ＲＣ定款・細則を変更 2015-7

月 1 日実施として、本日皆様に配布することも出来ました。 
 
予算を見直し・継続事業を見直し・新しい事業に挑戦し・国際ロータリーを肌で感



じ・細則を変更する等大東ＲＣにとって、ひとつの節目の年で有った様におもいます。 

 

最後に幹事として至らぬ点多々あったと思います。 

そして高島会長にとっては年上の幹事として遠慮された点も多々あったと思いま

すが、高島会長のご指導と細かな気配りのもと、理事・役員・各委員長さんをはじ

め会員皆様方にご協力を頂き、そして、中野ＳＡＡの規律正しく、時にはユーモア

を交えた楽しい例会運営と、事務局の仕事ぶりに多いに助けられて、何とか責務の

一端を果たすことができまた、会員皆様方の笑顔の中で有意義な一年間を過ごせま

したことを心から感謝申し上げます。 

本当に有難う御座いました。 

 
●会 計         中嶋 啓文 会員 
本年度39名という少ない会員数でスタートした

大東 RC でした。 
今までにない厳しい予算を組ませていただきま

した。 
 
 本会計からの委員会活動費の減額 
 在籍年数祝い金の廃止 
 継続事業の見直し 等 
いろいろと口やかましく討論を重ねさせていただきました。大変申し訳なく思っ

ております。会長、幹事には、鬱陶しく思われたことと思います。 
その中でも、会員相互の親睦を図ることや、規律を重んじた品格ある運営を目指

すことの妨げにならないよう配慮したつもりです。 
幸いにも、新しいロータリアン 4 名の仲間入りと会員の皆様の多大なるご協力をもち

まして、周年積立金も残せて、無事本年度を終わる事ができます。有難うございました。 
ただ、事業予算は集まったニコニコ基金を例年通り配分しています。与えられた

予算の中で事業を消化しているだけのことだと思います。出来れば、前年の早い段

階で事業予算だけは検討していただきたいと考えます。 
改めまして、会長・幹事、会員の皆様のご協力に感謝いたします。 
有難うございました。 
 
 



●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。本年度は、親睦委員会

メンバーと共に開会２時間前の会場入り・設営に心掛

け、円滑な例会運営をするべく努めてまいりました。 
しかしながら、メンバー皆様に愉しみながら食事を摂って戴く為には、当日の進

行内容を鑑みて、食事の配膳時間にもきめ細やかな打ち合わせが必要ではなかった

のかと思います。又、メニューの選定に関しましても限られた予算内で充実した内

容に仕上げるべく、今後はＳ.Ａ.Ａに全権を委任していただければ良いのではないか

と思いました。 
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、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

でまいりましたが、皆様のご理解とご協力をもちまして何とか職務を全うすること

が出来ました事に、心より感謝申し上げます。 
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

事を切に願い、次年度Ｓ.Ａ.Ａ田川会員に引き継ぎをさせて頂きます。皆様には例会

への積極的な参加とご協力を賜りました事、心より御礼申し上げます。 

 

 
使用許可を頂き週報に掲載させて頂いている、大東市のマスコットキャラクター「ダイトン」の

紹介です。 
＜特徴＞ 

・緑色の頭部・・・大東の「大」の字が変形したもの 
・黄色い菊の花・・・11 月 3 日の誕生花。花言葉は「高潔」 
・赤色の胴体・・・触れるとちょっとだけ幸せになれるというウワサも・・・？ 


