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◆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？

２０１５年～２０１６年度

大東ロータリー会長テーマ
「 輝かしい伝統を心に・変革を！ 」

世界へのプレゼントになろう

国際ロータリーのテーマ

平成 28 年 6 月 14 日
今週の卓話
「

No.2339

（6 月 14 日）

今年度の実績報告と反省

国際ロータリー会長
K.R.ラビンドラン

H28.6. 7 (No.2338 の例会記録)

ビジター

」

大阪西 RC 小川哲男 氏

各奉仕委員長

次週の予定
「

（6 月 21 日）

今年度の実績報告と反省

」
各委員長

ロータリーソング

「君が代」
「奉仕の理想」
「四つのテスト体操」

先週の例会報告
◆ 出席報告（6 月 7 日分）
会員数 40 名 出席数 33 名 欠席者 3 名
特定免除 3 名 その他免除 1 名
出席率 91.67％

ニコニコ箱

後面に記載

前々回 5 月 24 日分
ホームクラブの出席者 33 名
91.67％
メークアップの結果 34 名
特定免除 3 名
その他免除
1名
欠席者 2 名
修正出席率 94.44％

会長の時間

小川

芳男

会長

今日、本年度最後の定例理事会が開催されました。
理事役員のみなさまには、一年間の理事会での審
議・協議に心より感謝申し上げます。今日の定例理
事会の中にクラブ戦略計画委員会からの報告があ
りました。理事会での報告に続き例会での報告をこ
の会長の時間を使って行いたいと思います。
○副会長の選任方法において、クラブ総会に上程されるまでの経過が不透明との指
摘があり委員会において協議致しました。結論としては、クラブ定款細則に従って
指名委員会を開催しその委員会で決定を得、理事会に報告を行ないクラブ総会に上
程する。と言うものであります。
今年度、定款細則に従って副会長を指名委員会で決定し総会に上程させて頂きまし
た。指名委員会の中での決定方法もこのクラブ戦略計画委員会に於いて活発に議論
を重ねました。議事録をご一読頂ければと思います。副会長は、大東では会長ノミ
ニーとして位置づけられているが、定款細則には、何ら規定されたものはなくその
議論を今後なされるべきであると言う意見が出た。
○塩釜東ロータリークラブとの今後の交流について、当クラブ及び塩釜東ロータリ
ークラブ双方に今後も何らかの形で交流を続けられたら、と言う声が出ているとい
う話を聞き受け議題に上げた。
東日本大震災からの復興途上にある中での話であり、今後のクラブ運営の足かせに
ならない様な交流を重ねることが出来たらと願っています。今年 6 月に 50 周年式典
をお祝いに行く時に今後の事を話したいと思っている。
他、色々な議題が上がりましたが、議論されなかったり、時間が足りなかったりと
言う状況でした。引き続き次年度でクラブ戦略計画委員会を開催し、議論を重ねて
頂ければと思います。
会長の時間でした。

田川

理事会報告

和見

副幹事

【議 題】
1. 吉村

茂会員退会について

・・・・承認

2. 塩釜東 RC 周年について
クラブよりお祝い金 5 万

・・・・承認

3. 今年度幹事より次年度幹事へ印鑑と事務局の
スペアキーの引継ぎについて

・・・・承認

【報 告】
クラブ戦略計画委員会から報告

委員会報告
◎ニコニコ箱委員会

中野

隆二

委員長

・誕生日

自祝

西條 義昭

君

・誕生日

自祝

杉原

君

巨峰

・小川会長一年間ご苦労様でした（小川という名字の人に悪い人はいません）
大東次年度会長、一年間頑張ってください

大阪西 RC

小川

哲男

氏

・本日、本年度最終定例理事会出席審議ありがとうございました 小川

芳男

君

・今晩第２回クラブ協議会よろしくお願いします

大東

弘

君

・ものづくり補助金の申請がとおりました

田川

和見

君

感謝

・一年間、お誕生日花コメントのお時間頂きましてありがとうございます
杉原
・空門委員長

インターアクト新入生歓迎会大変お世話になりました

・インターアクト新入会員歓迎会
大矢幹事有難うございました

君

感謝

木村 克己

君

東村

君

空門委員長お疲れ様でした
柿木君お世話になりました

・インターアクトクラブ新入生歓迎会
ありがとうございました

巨峰

大矢幹事

正剛

ご参加いただきました会員の皆様
ご馳走さまでした

感謝 空門

満也

君

中野

隆二

君

・中野隆二会員ありがとう

谷中

宗貴

君

・田川さん、ありがとうございました

森田

武雄

君

・空門委員長、インターアクトクラブ新入生歓迎会お疲れ様でした
本日もニコニコの御協力ありがとうございます

◎インターアクト委員会

空門

満也

委員長

６月５日（日）に大阪府羽衣青少年センターにおきまして新入生歓迎会がおこな
われました。本年度は焼き板作成、バーベキュー、クイズ大会などの催しを開催。
新インターアクターと先輩インターアクター、他校のインターアクター、ロータ
リアンが共に協力することにより親睦を深めることが出来ました。
また、終了後、第４回インターアクト合同会議がとり行われ、中野隆二会員とと
もに参加してまいりました。議題は海外研修、香港よりの IA の受入れ、年次大会等
の次年度の内容でした。年次大会につきましては大坂桐蔭高校が担当校になります。
またご協力のほどよろしくお願いいたします。
また次年度インターアクトクラブよりですが、16-17 年度インターアクトクラブ
海外研修 IN セブ島へのご参加よろしくお願いいたします。

新会員紹介
岡井康弘君 を紹介いたします。
氏

名：岡井

康弘（おかい

やすひろ）

事業所名：仁泉会
職業分類：病院
推 薦 者：岡本日出士・藤本和俊・小川芳男

先週の卓話

「雑感

～大東市と四条畷～」

大東

弘

会長エレクト

時代
明治

西暦

年号

出来事

1868 明治元年
1874 明治 7年 讚良郡甲可郷中野村字三坪57（四条畷市中野周辺）の屋敷に
堺県から吏員１人が派遣され、屯所として開設される。
1877 明治10年 讚良郡甲可郷中野村字三坪無番地（四条畷市中野周辺）に
庁舎を新築し、枚方警察署中野分署となる。
1889 明治22年 町村制施行

讚良郡 四條村
讚良郡 甲可村
1890 明治23年 四條畷神社 創建

発足

1895 明治28年 浪速鉄道 開業 片町-放出-徳庵-住道-四條畷
1896 明治28年 讚良郡から北河内郡に変更
1900 明治33年 北河内郡甲可村大字南野に庁舎を移転し、
枚方警察署四条畷分署と改称する。
大正

1912 大正元年

昭和

1926 昭和元年 四條畷警察署に昇格
1932 昭和 7年 甲可村が改称して四條畷村となる。
1947 昭和22年 北河内郡四條畷村～四條畷町
1948 昭和23年 警察法施行により国家地方警察北河内地区警察署と名称変更
1952 昭和27年 北河内郡四條村～四條町
1954 昭和29年 警察法の改正により大阪府四條畷警察署と改称され、現在に至る
1956 昭和31年 北河内郡四條町・住道町・南郷村 ～ 大東市

四條町 廃止

1970 昭和45年 北河内郡四條畷町 ～ 四條畷市
1978 昭和53年 庁舎の新築移転により人口の増加した大東市に移った。
1989 平成元年
2004 平成16年 四條畷市がJRに「四条畷駅」の駅名表記変更を要望しているが
自治体側の実費負担（数億円）がかかるため実現していない。

6 月のお花
今月の誕生日花は、６月ということで梅雨に因んだ
アジサイをメインにアレンジ致しました。
日本全国を梅雨前線と共に咲きほこるアジサイは、
雨に打たれ花びらに水滴が付く画像は日本人として
とても趣を感じる瞬間であります。
土壌の性質により、色を変えるのも特徴的であるこ
とから花言葉も「七変化」
「心変わり」となっています。
後、初夏の花として大きく花咲くシャクヤク、満開
と同時に散り始めるのもこの花の特徴です。
シャクヤクの花言葉は「内気」
「はにかみ」となって
います。
お誕生日おめでとうございます。

２０１６～２０１７年度

●第２回クラブ協議会開催●
６月７日（火）６：００～まんま家に於いて、第 2 回クラブ協議会が開催されました。
次回は６月 28（火）例会後を予定しております。

