
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今週の卓話  （7月 14日）  

次週の予定  （7月 21日） 
ロータリーソング 

「君が代」「奉仕の理想」「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 
  

後面に記載 

  
「新年度の方針発表」 

奉仕委員長・各委員長・会計・ＳＡＡ 
  

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（7月 7日分） 

会員数 40名 出席数 33名 欠席者 0名 

特定免除 6名 その他免除 1名 

出席率 100.00％ 

 

前々回 6月 23日分 

ホームクラブの出席者 35 名  94.59％ 

メークアップの結果 35名 

特定免除 5名  その他免除  1名 

欠席者 1名  修正出席率 94.59％ 

 

 



 

大東ロータリークラブ第 48代会長を務めさせて

頂きます、小川 芳男でございます。1年間よろし

くお願い致します。私は、15 年と６カ月前三田先

生が会長をされておられる正月最初の例会で入会

をさせて頂きました。辰年の年男卓話をされてい

たのを覚えています。自分自身の干支が、辰であ

り、その１２年後、３年と６か月前の正月、年男の卓話をさせて頂きました。ロス

ター順とはいえ年々早くなっているように思いますが、がんばってまいります。入

会したころのように７０名前後の大東 RC に一日でも早く戻れるようこの一年間が、

ターニングポイントの年だったと言ってもらえるようにしなければと思っています。

皆様のご協力、よろしくお願い致します。 

本日の理事会で、承認を頂きましたクラブ戦略計画委員会を発足させます。単年

度制のもと構築されたロータリークラブの組織や事業の運営を中長期の視点で見直

しをしてみる場になればと考えています。近々に立ち上げるための準備会をスター

トします。みなさまの沢山のお知恵を頂いて進めてまいりたいと思います。 

今日は、先週退会された谷中先輩と交代という事でご子息の谷中 宗貴君が入会

されました。谷中先輩の退会を補って余りある戦力と期待いたしております。ぜひ

仲良く楽しくやっていきましょう。よろしくお願い致します。 

最後になりましたが、高島直前会長・大東会長エレクト 一年間会長幹事として

お疲れ様でした。今後ともよろしくお願い致します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会長の時間 小川 芳男 会長 
 
 
 
 

岡本会員の音頭で 「乾杯！」 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            大矢 克巳 幹事 
 

第 3 回 (7 月) 定例理事会 
＜決議事項＞ 

1.一般会計予算案について      ・・・・・・・・・・・・承認 
2.ニコニコ会計予算案について    ・・・・・・・・・・・・承認 
3.年間計画（プログラム）について  ・・・・・・・・・・・・承認 
但し、11 日を休会とし 18 日は通常例会とする 

4.クラブ戦略計画委員会の設置について・・・・・・・・・・・・承認 
5.大西会員免除申請について     ・・・・・・・・・・・・承認 
6.松原会員出席免除について     ・・・・・・・・・・・・承認 
7.インターアクト海外研修について  ・・・・・・・・・・・・承認 
8.市民まつり協賛について  
例年通り 5 万円          ・・・・・・・・・・・・承認 

9. 児童福祉センター夏まつり 
慰問およびジュース寄贈について  ・・・・・・・・・・・・承認 

10.木田会員早退免除について     ・・・・・・・・・・・・承認 
 

＜報告事項＞ 
事務局タイムカードについて 
    タイムカード導入にともない就業計算を 10 分単位とする。 
 

2014-15 年度 髙島会長、大東幹事への記念品と花束贈呈 
「お疲れ様でした」 

 

ゴング引渡し 

理事会報告 



 
 
◎ニコニコ箱               中野 隆二 委員長 
・誕生日 自祝          髙島  登 君 
・誕生日 自祝          佐藤 多加志君 
・誕生日 自祝          柿木  篤 君 
・誕生日 自祝          西山 潤一 君 
・1 年間よろしくお願いします        小川 芳男 君 
・1 年間よろしくお願いします        大矢 克巳 君 
・中野ニコニコ委員長、一年間よろしくお願いします     大東  弘 君 
・委員長 無事終了           加藤 敏明 君 
・SAA 田川です 1 年間よろしくお願いします      田川 和見 君 
・親睦委員会スタート！！ メンバー皆様宜しくお願い致します  杉原 巨峰 君 
・小川会長年度が始まりました 1 年間よろしくお願い致します   木村 克己 君 
・中嶋さんありがとうございます  
隆ちゃんニコニコ一年間がんばれ！       中野 秀一 君 

・谷中宗貴くん、入会おめでとうございます！      東村 正剛 君 
・杉原親睦委員長 1 年間宜しくお願い致します  
中野ニコニコ委員長、1 年間頑張って下さい      間  紀夫 君 

・今年度も宜しくお願いします        東野 喜次 君 
・メークアップ無 お詫び         山田  伸 君 
・今年度も宜しく御願い致します        中野 隆二 君 

委員会報告 

 
新年度、最初のお誕生日花になります。“ 純白 ”の思いを

テーマに真っ白でのアレンジを致しました。 
八重咲きの白のユリは“ カロリーナ ” と言い、新品種であ

ります。なかなか咲かせづらい花の為、生産者サイドで開花させ

ての出荷が特徴的な花であります。 
又、この梅雨に因んで、アジサイの白、花言葉は皆様ご存

知のとおり色が変わることから” 心変わり ” となっております。 
また、後ろにまっすぐ立つ葉は ” 入才 ” と言い、本年

度１年間の成功・発展を思い、お誕生日をお迎えになるメン

バー、又、当クラブへの思いを込めたデザインに致しました。 
百合の花言葉は ” 純潔 ” 、オーニソガラムは ” 純粋 ”

であります。一年のスタートにふさわしい花言葉であります。 
お誕生日おめでとうございます。 

７月のお花 



◎国際奉仕委員会         木村 克己 前委員長 
      

 前年度米山奨学生シュレスタ・リエさんから感謝のメールが届きました。掲載させ

て頂きます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
谷中 宗貴君 を紹介いたします。 
 

氏名：谷中 宗貴（たになか むねき） 

生年月日：昭和 48年 12月 12日  

事業所名所：谷中運輸倉庫株式会社 

所在地：大東市諸福 3-12-23 

      072-871-2301 

職業分類：重量運搬・鳶工事 

推薦者：佐藤 多加志・東村 正剛 

 
大東ロータリーの皆様、 
 
ご無沙汰しております。 
 
感謝とご報告がございます。 
皆様が、作ってくださった、シッディプールでの小学校での水道プロジェク

トが、今回の地震の際、小学校の子供だけでなく、村の人々たくさんの方に

安全な飲料を確保でき、とても、助かりました。 
 
小学校の校長先生からも、村からも、感謝の気持ちを伝えて欲しいと連絡が

ございました。 
 
わたしからも、本当に感謝しております。 
これからも、ネパールと日本をつなげていけるよう頑張っていきます。 

 
ネパール出身 
シュレスタ リエ 

 

新会員紹介 



 
 

「 新年度の方針発表   」 
 

●会 長         小川 芳男 会員 
本年度 RI 会長 K・R ラビンドラン氏は、「世

界へのプレゼントになろう」という 2015-16 年

度のテーマを提示され、ロータリアンに、より

良い世界をめざして、時間・才能・知識を世界

中の地域社会に贈るよう(プレゼントするよう)
に呼びかけています。そして、ロータリアンの

人生を「結局のところ、私達の人生の価値は、どれほど得たかではなく、どれほど

与えたかによって判断されるのです。」と断言しています。 
そして RI 会長は、「ロータリーを通じて私達は、いつまでも続く、本物の何かを

残すことが出来るでしょう。」とし、「ロータリーを通じて、誰かの人生にそして世

界に真の変化を残すことが出来るはずです」と述べています。私たちロータリアン

に大きな情熱を求めており、そのエネルギーを行動に変えるとき、高い倫理基準と

高潔性を求めておられます。 
この RI 会長の言葉を受け 2660 地区ガバナー立野純三氏は、「変革を！ロータリ

ーを通じて奉仕(プレゼント)を！」と 2015-16 年度のテーマを掲げられています。

「RI は、大きく変化しようとしています。私達は、その変化に対応していかなけれ

ばなりません。」とし「積極的に関わり、行動を起こさなければならないと思います。」

と述べておられます。具体的事項として①ポリオの撲滅②会員増強③ロータリー財

団④戦略計画委員会⑤地区改革⑥人材育成⑦IT の活用を上げておられます 
RI 会長のいうプレゼントという言葉は、仏教でいう、布施 という言葉が、一番

当てはまるのではないかと思います。薬師寺前管主安田暎胤師著「五つの心」に、

仏教には、物やお金を与える事だけが、布施ではなく、「無財の七施」という布施が

あると書かれています。眼施・和顔施・愛語施・身施・心慮施・床座施・房舎施の

七つの布施を書かれています。RI のテーマは、一見難解な文言のように思いました

が、お金や物にこの「無財の七施」を添えて、私達の先輩ロータリアンが、地域に・

世界に行って来られたことだと解釈いたしました。この先輩ロータリアンの歩んで

こられた道を、力強く、更に前に、胸を張って進んでいこうと思います。 
大東ロータリークラブは、２年後に５０周年という大きな節目の年度をひかえて

います。会員減少を始めとする多くの問題点・改善点をひとつひとつ拾い上げ、５０

先週の卓話 



周年という輝かしい伝統を持つクラブに見合った変革をしていかなければならない

と考えています。本年度は、会員増強・ブランディング・職業離脱者の有効的処遇・

出席免除者への優遇措置等を取り上げ、５０周年という大きな節目の年度に向かっ

て強固な体制を構築すべく、長期の視点に立って議論を重ねてまいります。会員の

皆様の、数多くのご提案をお待ちしております。 
そして大東ロータリークラブにとって、会員相互の親睦が最も重要なテーマのひ

とつであります。親睦委員会を中心に会員の皆さまが、例会に、各事業に、協力し

て楽しく喜んで参加できるクラブを目指して参りたいと思います。例会に於いては、

出席率 100％の日が、会員の皆様のご協力により、かなり定着してきていますが、

１回でも多く達成できるよう頑張っていこうと思います。出席に対する更なる高い

意識をお願い致します。本年度 RI 国際大会が、隣国韓国のソウル（KINTEX）に

於いて開催されます。近年、日本と領土の問題等で政治的には、ぎくしゃくしてい

ますが、こんな時こそロータリアンとして親睦を重ねることが出来れば良いのでは

ないかと考えています。そして世界中のロータリアンと集うことで、地球規模の視

点を持つ事に少しでも近づき、世界平和に思いを巡らし楽しく大会に参加できれば

と思っています。 
文頭に本年度のテーマを書かせてもらっておりますが、私は、継続をすることに

より改革の力は蓄えられるものと考えています。しかし改革なき継続は、流れのな

い川の水のように腐敗が始まるものと思っています。   
2015-16 年度大東ロータリークラブのテーマを「輝かしい伝統を心に・変革を！」

とし過去から未来への懸け橋の年度として伝統の継続と変革に情熱をもって取り組

んで行きたいと思います。  
会員皆様の御理解とご協力をよろしくお願い致します。 

 
眼施（げんせ）慈しみに満ちた優しいまなざしで、すべての人に接する事 
和顔施（わがんせ）優しい微笑みをもって人に接する事 
愛語施（あいごせ）優しい言葉、思いやりのある言葉をかける事 
身施（しんせ）自分の身体を使って、人のため社会の為に働く事 
心慮施（しんりょせ）心から感謝の言葉を述べる事 そして他の為に心を配り、心の底からともに喜

び、ともに悲しむことができ、他の痛みや苦しみを自らのものとして感じ取れる心持 
床座施（しょうざせ）場所や席を譲る事、また競争相手にさえも、自分の地位を譲っても悔いなく過

ごせることを言います。 
房舎施（ぼうしゃせ）求める人、訪ねてくる人があれば、一宿一飯の施しをして労う事 

 

 



 
●幹事         大矢 克巳 幹事 

本年度、小川会長の、『輝かしい伝統を心に・

変革を！』の方針基、所信に掲げておられる、

会員相互の親睦が図れるクラブ運営を幹事とし

て努めまいります。 

その為には、何事にも率先して参加させて頂

き、クラブの円滑な運営を推進してまいります。 

会員皆様方のご理解、ご協力を宜しくお願いします。 
 

●クラブ奉仕委員会  樋口 秀和 委員長 
Ⅰ.ロータリー活動の基本は、優秀な職業人であ

るロータリーアンが毎週一回、例会に出席して

ロータリーの哲学である「奉仕の心」を学びそ

れを通じて、お互いに親睦を深め、奉仕の原点

である、ロータリーアンが職業奉仕の活動を充

実していき、さらに社会奉仕、国際奉仕、青少

年奉仕の奉仕活動をも充実発展させていくことです。 
Ⅱ.ロータリーの奉仕の哲学は、単なる理念の提唱でなく実践の哲学である。この哲

学を実践する対象である、社会環境や国際環境がこの 100 年の間で大好きな変化

が起こっています。 
ロータリーの奉仕の哲学の理念を守って、この奉仕活動の対象の変化に対応した

奉仕活動を実践していく必要があります。 
Ⅲ.現在のロータリー活動が単独の活動では、効果的な結果を実現することが困難にな

ってきています。 
ロータリアン等がお互いに連携して、機能的に活動すべきであることが強調されて

います。 
クラブで戦略計画を立て、ロータリーの理念と実践の調和を保った奉仕活動ができ

るようにすることが重要になってきています。 
ロータリーの奉仕活動の実践は個人奉仕が原則であって、クラブ等が行う奉仕活動

は会員の奉仕活動の実践が効果的になるための教育的な事例と考えられる。 
 

Ⅳ.クラブ奉仕委員会の役割は、立派に社会で活躍されている職業人をロータリアンと

してロータリークラブに入会していただいた会員がさらに職業を通じて、地域社会

に奉仕することが効果的でより充実したものになるように、クラブ内での諸活動で



もって、支援することであります。 
さらに、社会奉仕、国際奉仕、青年奉仕の諸活動をも効果的に奉仕できるように支

援することです。 
Ⅴ.クラブの戦略計画では、会長方針に基づき奉仕活動を実行し、目標を達成させるた

めに次の項が大切であります。 
1.会員増強 クラブを維持していくためには新入会員の増強が重要であり、奉仕活

動の推進にとって大切であります。 
2.広    報 クラブの会員への広報及び対外的な広報があり、最も大事な広報はロ

ータリアン一人一人が、自らロータリー活動を地域社会に正しく伝え

ることです。 
3.出    席 毎週の例会に出席して、お互いに胸襟を開いて、親交を深め、奉仕活

動に関する情報を語り合う大切な機会です。 
4.卓    話 卓話者が自己の職業を通じて社会に奉仕している専門的な話題や事

業に対する取り組みなど、会員にとって知識や教養を高め、情操を豊

かにするようなテーマを選ぶことが望まれます。 
Ⅵ.当クラブの、クラブ奉仕委員会はクラブ奉仕委員会委員長とクラブ奉仕の特定分

野を担当する、13 の委員会の委員長によって構成されています。 
職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕の各委員会が効果的に奉仕活動が最

大の成果が得られるようにクラブ奉仕に与えられた役割を果たすように努力した

いと思います。 
会員の皆様のご協力をお願い致します。 

 

●職業奉仕委員会  木村 克己 委員長 

本年度の小川会長のテーマである「輝かしい

伝統を心に・変革を！」を基本理念として、我々

ロータリアンは職業を通じて奉仕を実践し、地域

社会に変革をもたらす様な活動を行わなければな

りません。その為には会員各々に「高い倫理基準

及び高潔性」が備わっている必要があると考え

ます。職業奉仕委員会では一年を通じて「職業倫理」について学び、クラブ全体に

その精神が涵養されるような環境を構築していきたいと考えております。 

メンバー諸兄のご協力をよろしくお願い致します。 

 



●社会奉仕委員会   佐藤 多加志 委員長 

本年度、会長の思いの「伝統の心と変革」の

一環として、これまで継続して来た当委員会の

事業の経緯と現環境下に照らし合わせ、2 年後

の周年の節目を見据えて「継承と改革」の検証

を行って参りたいと思います。 

「問題点」から「改善点」をひとつひとつ、拾い上げ、現環境、取巻き環境に則

したクラブの社会奉仕に対する変革提言を考えています。 
 
経緯の検証と課題点として 

1）共同募金に参加 クラブが窓口として相応しいのか如何か？ 

2）大東市療育センターへの慰問品贈呈 本当の慰問が行われているのか？ 

3）歳末助け合い募金に参加 クラブが窓口として相応しいのか如何か？ 

4）交通安全運動に参加 本来の意味ある「運動」として参加出来ているのか？ 

5）大東市民祭り実行委員会の委員として参画 意味ある参画かどうか？ 

6）薬物乱用防止活動 援助先と慣れ合いになっているのではないか？ 

7) 今、地域、国内、海外が求める「社会奉仕」と我々ロータリーが提唱する「社会奉仕」 

 の検証 
 
これらを、テーマとして一年間進めて参りたいと思いますのでメンバーの皆様の

ご理解と、ご支援を宜しくお願い致します。 

 

●国際奉仕・世界社会奉仕委員会・ 

国際交流平和委員会  中野 秀一 委員長 

昨今、我が国を含む世界各地では異常気象や

天災地変による災害が頻繁に発生しています。

国連においても世界平和の実現に向けて貧困の

撲滅などを掲げ、世界的にも国際奉仕・世界社

会奉仕の理念が声高に叫ばれていますが、現実は飢餓や疫病で生命の危機にさらさ

れている人類が今なお数多く存在しています。 

ロータリーの基本理念である奉仕の精神を国際社会でも具現化するべく、我クラ

ブの先輩諸兄がこれまで行ってこられた実績に敬意を表し、培ってこられた輝かし

い伝統を心において、本年度国際奉仕・世界社会奉仕委員会担当委員長として世界



平和の実現に少しでもお役にたてるよう努力いたします。 

本年度の WCS は昨年に引き続き雙渓ＲＣ側で行われる予定です。当クラブは寄

付金を拠出させて頂く事になりますが、姉妹クラブでもあります雙渓ＲＣの創立２５

周年を契機に、友好と国際奉仕の理念を更に深めるために 2016 年春の記念式典に

訪問参加する予定です。又、RI 国際大会が韓国ソウルの地において開催されますが、

東アジアで行われる有効の集いから世界平和の実現に繋げるためにも、世界中のロ

ータリアンと友好を深めるべく大会への参加を推進してまいりたいと考えておりま

す。 

皆様にはお願いする事ばかりになるかもわかりませんが、積極的な参加とご協力

をお願い致します。 
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