
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今週の卓話  （10月 27日）  

次週の予定  （11月 10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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ゲスト 
大東市教育委員会事務局教育政策室参事 伊東敬太氏 

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（10月 20日分） 

会員数  41名 出席数 35名 欠席者 2名 

特定免除 4名 その他免除 0名 

出席率 94.59％ 

 

前々回 9月 29日分 

ホームクラブの出席者 27 名  75.00％ 

メークアップの結果 35名 

特定免除 5名  その他免除  0名 

欠席者 1名  修正出席率 97.22％ 

 

 

「ロータリー財団月間に因んで」 

ロータリー財団委員会 大西 寛治 委員長 

立野純三ガバナー公式訪問 

3RC 合同例会 ホスト大東 RC 

後面に記載  



 
 
 
 
 

２０１５～２０１６年度 

第２６６０地区ガバナー 

立野 純三（たての じゅんぞう）氏のプロフィール 

 

生年月日:生年月日：1947年 3月 8日 

勤 務 先：株式会社 ユニオン 代表取締役社長 

所 在 地：〒550-0015 大阪市西区南堀江 2-13-22 

 

職  歴：1970年 3月    甲南大学法学部 卒業 

1970年 4月    株式会社 青木建設   

1973年 4月    株式会社 ユニオン  

同年 7月 20日   株式会社 ユニオン 取締役就任 

1983年 3月 1日   株式会社 ユニオン 取締役副社長就任 

1988年 8月    株式会社 ユニオン  代表取締役副社長就任 

1990年 3月 1日   株式会社 ユニオン  代表取締役社長就任 

2015年 6月      同上 現職   

   

 

職業分類：金物製造 

ロータリー歴：大阪 RC入会：1989年 7月 28日/24年在籍 

1993年度  ローターアクト委員会委員長 

1996年度  クラブ幹事 

2004年度  プログラム委員会委員長 

2005年度  ロータリー財団委員会委員長・理事 

2008年度  社会奉仕委員会委員長・理事 

2010年度  会員増強委員会委員長 

2013年度  会長 

 

第 2660地区：1994年度 地区ローターアクト委員 

1995年度 地区ローターアクト委員 

2001年度 地区代表幹事 

 

その他：マルチプル・ポールハリス・フェロー 

    ベネファクター 

    メジャードナー 

米山功労者（マルチプル） 

 

歓迎 立野 純三 ガバナー 



 

こんにちは。3週間ぶりの市民会館での例会です。 

長崎での家族会が、無事終了いたしました。お

いしい食事と楽しい企画での 2 日間、奥様方にも

参加をして頂き楽しい旅行をさせて頂きました。

杉原親睦委員長、空門副委員長そして親睦委員会

の皆さん有り難うございました。この家族会のほ

か、10月 1日のゴルフコンペは、一緒に回らせて頂いた樋口先輩が優勝され素晴ら

しいゴルフを見させて頂き、楽しい 1日をすごさせて頂きました。 

そして、家族会の後の 10 月 10 日支援センターの運動会があり幹事・社会奉仕委

員長・職業奉仕委員長と 4 人でジュースの差し入れをしてきました。開会式に続く

催しは子供たちに合わせて工夫をされたものでした。10月 15日は、新地の割烹 粋

餐石和川での 2 回目の親睦委員会の親睦食事会に田川 SAA と 2 人オブザーバーとし

て参加させて頂きました。おいしい食事と楽しいお酒を頂きました。10月は、スケ

ジュールが詰まっていて、今日の例会前に開催された理事会、例会後に開催される

クラブ戦略計画委員会が準備されており、他の団体の行事もしっかりと用意されて

日程の詰まった状態をミスの無いようにしなければと思っておりますが、来週の火

曜日は、3 クラブ合同の例会をここ大東市民会館で開催しガバナーをお迎えし卓話

をして頂きます。1人でも多くの当日での出席をお願い致します。 

今日の理事会で会員増強特別委員会の設置をクラブ戦略計画委員会と別に承認を

頂きスタート致します。本年度の会員増強委員会と連携しての活動になりますが、

次年度・次々年度を見据えての活動を目指します。喫緊の課題ではありますが、本

年度の数字に捉われず次年度・次々年度に成果を得られるならばそれを目指したい

と思います。皆様のご協力を切にお願い致しまして会長の時間とさせて頂きます。 

 

 

 

 

 

会長の時間 小川 芳男 会長 
 
 
 
 



 

決議事項 
  
1.秋の家族会決算報告について                  ・・・承認 

2.クリスマス家族会 日時、場所について 

            12 月 8 日 フェスティバルタワー   ・・・承認 

3.大東市市制施行 60 周年記念ｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝｲﾍﾞﾝﾄについて  

（ｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝ写真 ｺﾒﾝﾄ大東市 HP へ）イベント参加        ・・・承認 

4.弁論大会予算執行について         本日 10 万円 贈呈  ・・・承認 

5.経営者によるキャリア教育学習出前授業について 

              内容確認のうえ来月、再審議  

6.会員増強特別委員会発足について                ・・・承認 
 

 

 

 

 

  

◎ニコニコ箱委員会            中野 隆二 委員長 

・誕生日 自祝           小川 芳男 君 中野 秀一 君  

・誕生日 自祝        中嶋 啓文 君 安田 智洋 君 

・結婚記念日 自祝         樋口 秀和 君 堀部 邦夫 君 

・結婚記念日 自祝         大東  弘 君 中野 秀一 君 

・入会記念日 自祝       上田 正義 君 東野 喜次 君 

・入会記念日 自祝               森岡 信晶 君 

・家族会 ありがとうございました 感謝       小川 芳男 君 

・秋の家族会遅参してすみません        大矢 克巳 君 

・第 1回ゴルフ会で優勝させて頂きました 感謝      樋口 秀和 君 

・家族秋お疲れ様でした 写真をありがとうございました     髙島  登 君 

・息子がやっと結婚しました 自祝        堀部 邦夫 君 

・橋本副会長ゴルフ同好会ご負担ありがとうございます  

秋まつり無事終わりました 感謝       大東  弘 君 

委員会報告 

理事会報告 大矢 克巳 幹事 



・中野隆二君先日はありがとうございます 感謝     中  恒夫 君 

・早退 お詫び         橋本 正幸 君 

・ワールドカップ日本ラグビー 3勝おめでとう！     田川 和見 君 

・秋の家族会無事終了 感謝 ありがとうございました 会長幹事お世話になりました 

親睦会メンバー皆様お疲れ様でした 感謝         杉原 巨峰 君 

・杉原委員長 家族会 大変お世話になりました     木村 克己 君 

・ネパール震災支援事業 無事終了！ ありがとうございました 感謝  

第 1回ゴルフ会参加頂き ありがとうございました 感謝    中野 秀一 君 

・秋の家族会 小川会長・大矢幹事お世話になりました  

杉原委員長 力になれずごめんなさい 感謝     東村 正剛 君 

・秋の家族会 楽しかったです 会長、幹事、親睦委員会の皆さんご苦労さまでした 

           中嶋 啓文 君 

・家族会 2次会では小川会長、大矢幹事ご馳走様でした  

小川会長、田川 SAA親睦会ではご馳走様でした 感謝     空門 満也 君 

・ゴルフコンペ中野キャプテンお疲れ様でした        間  紀夫 君 

・無事『火入れ式典』行いました        東野 喜次 君 

・先日の親睦会ありがとうございます 感謝            吉村  茂 君 

・親睦会欠席 （秋の家族会） お詫び     上田 陽造 君 岡本 日出士君 

・親睦会欠席 （秋の家族会） お詫び    加藤 敏明 君 西條 義昭 君 

・親睦会欠席 （秋の家族会） お詫び    藤本 和俊 君 堀部 邦夫 君 

・親睦会欠席 （秋の家族会） お詫び    福富 經昌 君 中  恒夫 君 

・親睦会欠席 （秋の家族会） お詫び    小林 誉典 君 間  紀夫 君 

・親睦会欠席 （秋の家族会） お詫び    東野 喜次 君 森岡 信晶 君 

・親睦会欠席 （秋の家族会） お詫び            安田 智洋 君 

・親睦会欠席 （秋の家族会） お詫び 親睦活動委員会の親睦会へのご参加 

並びに本日もニコニコ箱へのご協力ありがとうございました 感謝  中野 隆二 君 

・親睦会欠席 （秋の家族会） お詫び         吉村   茂 君 

・親睦会欠席 （秋の家族会） お詫び  

親睦会幹事、中野隆二会員設営お疲れ様でした  

小川会長、田川 SAAありがとうございました     柿木  篤 君 

・親睦会欠席 （秋の家族会） お詫び  

杉原委員長、中野会員親睦会設営ありがとうございました     西山 潤一 君 



◎国際奉仕・世界社会奉仕委員会              中野 秀一 委員長 

10 月 15 日から 18 日にかけて、ネパール連邦民主共和国・カトマンズおいて、当ク

ラブと NPO 法人国境なき奉仕団・公益社団法人日本青年会議所・カトマンズ西ロータ

リークラブと連携して、事業を行ってきました。 

前年度行った水インフラプロジェクトの実施先でもある職業訓練施設「アーリーリ

ハビリテーションセンター」の恵まれない子供たちに、不足している文房具やキルテ

ィング人形作製に必要なフェルトパンチャー（針）750本（およそ 3年分）と寄付金の

寄贈を行いました。 

又、日本の子供たちからの激励の絵葉書を

持参し、現地の子供たちと我々が日本古来か

らある遊び（折り紙・紙風船・竹とんぼなど）

やお祭り（縁日）を通じて心の交流を図り、

現地の子供たちからも日本に対する感謝の気

持ちを表した絵やメッセージを書いていただ

きましたので、これから日本の子供たちへメ

ッセージを届けていきます。 

現地ではその他に被災地テント村にも訪問し、テント生活者に蚊帳の寄贈や、子供

たちに玩具を配布するなどもしております。 

今後、事業内容の広報としてＨＰや大東市報への掲載するなどし、当クラブの会員

増強ににもつなげてまいります。 

又、事業の詳細につきましては私が担当する卓話にて改めてご紹介させて頂きます。 

今回の活動に、ご理解とご協力を賜りましたメンバーの皆様には感謝申し上げ、取

り急ぎのご報告並びに御礼とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◎青少年奉仕委員会         東村 正剛 委員長 

大東市教育委員会の伊東様が、第 10 回大東市小中学生弁論大会の案内と協賛へのお礼を

述べられ、協賛金の贈呈が行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎インターアクト委員会         空門 満也 委員長 

11 月 15 日日曜日インターアクトクラブ年次大会が清風学園におきまして午前 9 時

30分受付 10時開会で開催されます。当日はインターアクトクラブ各校の活動報告、海

外研修報告 DVD の上映がとりおこなわれ、また先日新しく承認されました高槻高校イ

ンターアクトクラブのご紹介がございます。また記念講演としまして英語落語で海外

でも活動されております桂かい枝氏をお招きいたします。ぜひご都合を調整いただき

ましてご参加のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

◎親睦活動委員会         杉原 巨峰 委員長 

 秋の家族会「長崎方面」先日、１０月６日～７日と大変良い秋晴の後だての中、無

事に終了致しました。 

決算報告を含め、理事会にてご承認頂きましたのでよろしくお願い申し上げます。 

参加メンバーの皆様有難うございました。 

クリスマス家族会につきましては、下記の通り日時場所が承認されました。 

 日時 ： 平成２７年１２月８日（火） 

場所 ： アラスカ フェスティバルタワー 

多数のメンバー、および御家族の皆様のご参加よろしくお願い致します。     



   

 

「 大東ロータリークラブに入会させて頂いて  」 
 安田 智洋 会員 

（１）入会の経緯 
 平成２５年２月１９日に入会させて頂きました。 
 ロータリークラブという存在は知っていましたが、

どういう活動をしている団体だとか、どういう組織だ

とかということは全く知りませんでした。 
 入会のきっかけは、推薦者にもなっていただく、髙

島先輩、中野秀一先輩と平成２４年の１２月に京橋の中華料理屋で偶然お会いしたのが

きっかけです。その時には、木村先輩、中嶋先輩ともお会いさせて頂きました。この縁

により入会させて頂くことになりました。  
 入会させて頂き、たくさんの先輩方と知り合うことができました。クラブに入会させ

て頂いていなければ、私なんかでは知り合うこともできないようなたくさんの素晴らし

い方ばかりです。入会できたことに本当に感謝しています。 
 また、大東ロータリークラブに入会したことにより、メンバーの方からお仕事をさせ

頂くこともあり、このことも深く感謝しています。 
 
（２）活動について 
 今更ではありますが、自分のロータリアンとしての活動を考えてみました。 
ロータリーの理念には、「ロータリーは、人道的な奉仕を行い、あらゆる職業において

高度の道徳的水準を守ることを奨励し、かつ世界における親善と平和の確立に寄与する

ことを目指した、事業及び専門職務に携わる指導者が世界的に結びあった団体です」と

ありました。 
 また、ロータリーの目的には、 
意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。具体的には、

次の各項を奨励することにある： 
 

第 1 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること； 
第 2 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社

会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること； 
第 3 ロータリアン一人一入が、個人として、また事業および社会生活において、日々 、

奉仕の理念を実践すること； 
第 4 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、親

善、平和を推進すること。 

先週の卓話 



 自分はどれだけ実践できているのだろうと考えると、できていないことが多くまた 

具体的にどう行動していいかわからないことが多いです。例会や様々な活動に積極的に

参加して学び、また先輩方に教えを乞い活動していかないといけないと思います。 
 
（３）大東ロータリークラブと自分 
 自分自身は大東ロータリークラブでどのように活動しているのかを考えてみました。 
まず、基本となる例会ですが、恥ずかしい話ですが、欠席が多く満足に出席できていま

せん。他の活動はどうか？これもとても積極的に様々な活動に参加できているとは言え

ない状況です。 
 ではなぜ、こういう状況になのか。仕事の中心の１つに自分で時間を決めれない不動

産の決済があるからか？ 一昨年から事務所スタッフが減り忙しいからか？ 子供が小

さく手がかかるからか？ ロータリークラブのメンバーの方には、私よりはるかに忙し

くしてはるのに、しっかりと活動されている方はたくさんいらっしゃいます。言い訳を

考えるといくらでも出てきます。 
 時間を作るという努力が足りない、絶対に出席しようと行動ができていないという自

分に問題があることに気づきます。自分の問題ですので、自分で変えていかないといけ

ないことです。 
 
 欠席しがちな自分ですが、ロータリークラブに来ると楽しいことがたくさんあります。 
① ロータリークラブのメンバーという仲間ができます。 
クラブ活動を通じて、仲良くなることができ、それが一生続きます。自分にとっては、

ロータリークラブに入会しないと知り合えなかった方々です。考えるだけで楽しいです。 
② 諸先輩方の話が聞ける。色々な業種の方の話が聞ける。 
 これらは、自分にとってとても貴重な体験です。自分だけでは、絶対に分らないであ

ろう話を聞けるということはとても楽しいです。 
 また、お酒を飲む機会もたくさんあり、その際には、また別の貴重なお話も聞かせて

頂けます。 
③ まだ実践できていませんが、ロータリークラブ活動を通じて人生を豊かにできる経

験もできると思います。・・・ 
 
こんな自分ですが、大東ロータリークラブの一員として、がんばっていきたいと思い

ます。これからもよろしくお願いします。 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

＜会社の登記簿等について＞ 
  
会社は、法務局に登記をすることにより設立されます。 

（１）法務局で取得できるもの 
  ① 登記簿謄本・・・昔の簿冊の登記簿の謄本を法務局が証明したもの 
  ② 登記事項証明書・・・法務局に登記されている事項を証明したもの 

履歴事項証明書と現在事項証明書があります。 
  ③ 代表者事項証明書・・・②の法務局に登記されている事項のうち代表者に関 

する事項を証明したもの（②で兼ねることができます） 
  ④ 印鑑証明書 
 
（２）取得できる法務局 
  登記情報交換システムにより、管轄外の法務局でも取得可能です。 
  また、法務局へ行かなくても郵送やオンラインで取得することもできます。 
 
（３）定款について 
  会社の定款は、設立の際には、公証人役場で認証を受けます。 
 その後変更があった場合や法律の改正で変更があったとみなされた場合に、再度公 証人役場や
法務局へ提出することはありません。 
  役所や金融機関等から定款の提出を求められたときには、公証人役場や法務局が定款を発行し
てくるものではありません。 
  自分の会社で、定款を発行（印刷）し、自分の会社で現行の定款に相違ないという証明をする
ことになります。 

 
今月のお誕生日花は、秋のお花の大名詞“コスモス”

とハロウィン月ということで少し変わった実物“フ

ォックスフェイス”でアレンジいたしました。 
“コスモス”はキク科の植物で花言葉は「乙女のま

ごころ」となっております。 
又、ハロウィンは、西洋のお盆に当たり、かぼちゃ

やプロテア、フォックスフェイス等のユニークなお

花でアレンジの世界を盛り上げます。 
フォックスフェイスは実の形がきつねの顔に似て

いることからこの名が付けられ、花言葉は「真実」

となっております。 
お誕生日おめでとうございます。 
 

 
10 月のお花 


