
今週の卓話 （7 月 5 日）

次週の予定 （7 月 12 日）

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 大東  弘 
■幹事 田川 和見
■会報委員長 小林 誉典

◆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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先週の例会報告

人類に奉仕するロータリー 
国際ロータリー会長 

ジョン・ジャーム 

２０１６年～２０１７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 

「 温故知新 」 

◆ 出席報告（6 月 28 日分）

会員数 41名 出席数 30名 欠席者 5名 

特定免除 5名 その他免除 1名 

出席率 85.71％ 

前々回 6月 14日分 

ホームクラブの出席者 35名 97.22％ 

メークアップの結果 36名

特定免除 4名 その他免除  1名 

欠席者 0名 修正出席率 100.00％ 

 
・7/16 2016 年度 IA 海外研修ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 16：00～

・7/30 地区 第 1 回国際奉仕委員長会議 14：00～

・8/2～5 インターアクト海外研修 セブ島

・8/20 地区 職業奉仕委員会 合同勉強会 14：00～

・8/23 クラブ奉仕/ロータリー情報 情報集会

後面に記載

「新年度の方針発表」

会長・幹事・奉仕委員長

「新年度の方針発表」

各委員長・会計・ＳＡＡ

先月ＨＰ来場者数 

＜6 月度＞ ページビュー 数  1,284 名 

   ユーザー数  321 名 

ニコニコ箱

お知らせ 



今日が、本年度最後の定例会であります。後ほ

ど卓話の時間に会長としての一年間の感謝の気持

ちを述べさせて頂きたいと思います。この会長の時

間を一回も休むことなく務めさせて頂いた事を、一

年間に対する健康管理を含めた私の気持ちの結果

だと思っていただければと思います。 

基本この会長の時間は、ロータリークラブの事を話しなさいと地区の会長講習会

の時に言われているのですが、伝達事項の間に私の普段思っている事や小旅行の感

想などを述べさせて頂きました。一年間、仕事以外の事で、毎週話をさせて頂く場

を持つという事は、なかなか無い事だと思います。それが活字になり週報に記載さ

れインターネットのホームページにアップされるという事が、私にとって大きな意

味を持つ出来事であったと思います。皆さんにその時間、お付き合いをして頂いた

事、心より感謝申し上げます。 

そして最後に事務局員村本さんに感謝申し上げます。お蔭様で一年間を頑張るこ

とが出来ました。感謝します。会長の時間でした。 

 

先日、塩釜東ロータリークラブ 50 周年式典にてお会いした、第 2520 地区菅原裕

典ガバナーより、ご自身の体験談をもとにした「東日本大震災『葬送の記』鎮魂と

追悼の誠を御霊に捧ぐ」を郵送頂いております。PHP 研究所からの発刊となっており

ます。ご希望の方は書店でお買い求め頂くか、事務局までご連絡ください。

小川 芳男 会長
会長の時間

幹 事 報 告 大矢 克巳 幹事



◎ニコニコ箱委員会 中野 隆二 委員長 

・会長無事終了 感謝 小川 芳男 君

・幹事無事終了 感謝 大矢 克巳 君

・理事役員無事終了     大東 弘 君 橋本 正幸 君 田川 和見 君 

・理事役員無事終了    樋口 秀和 君    岡本 日出士君    髙島 登 君 

・理事役員無事終了    木村 克己 君     中野 秀一 君    東村 正剛 君 

・委員長無事終了      池田   實 君     大西 寛治 君    上田 正義 君 

・委員長無事終了      松原 清一 君     中 恒夫 君    小林 誉典 君 

・委員長無事終了 杉原 巨峰 君    間 紀夫 君 

・委員長無事終了 一年間ご協力ありがとうございました 感謝 空門 満也 君

・委員長無事終了 森岡 信晶 君  中野 隆二 君 

・例会後の第 3 回クラブ協議会よろしくお願いします 田川 和見 君 

・新会員歓迎会ありがとうございました

会長・幹事又設営に中野（隆）会員ありがとうございました 杉原 巨峰 君 

・福富先生お世話になりました 田川さんありがとう 感謝

ニコニコ委員長 一年間ご苦労様でした！ 目標達成、おめでとう！

中野 秀一 君 

・杉原委員長 1 年間お疲れ様でした 空門 満也 君 

・中野隆二会員、懇親会設営ありがとうございました

杉原委員長 空門副委員長 一年間お疲れ様でした 間 紀夫 君 

・杉原親睦委員長一年間お疲れ様でした ありがとうございました 感謝

柿木   篤 君 

・親睦委員の皆さん歓迎会ありがとうございました 感謝 岡井 康弘 君 

委員会報告



 

「 今年度の実績報告と反省 」

●会 長        小川 芳男 会員

本年度 RI 会長 K・R ラビンドラン氏の「世界

へのプレゼントになろう」という言葉を受け、私

は、薬師寺前管主安田暎胤師著「五つの心」より

「無財の七施」の教えを理解の一助として皆さん

に聞いて頂きました。2660 地区ガバナー立野純

三氏が「変革を！ロータリーを通じて奉仕（プレゼント）を！」を掲げられ、それ

を受け私は、「輝かしい伝統を心に・変革を！」とし本年度の基本方針を述べさせて

頂きました。

2660 地区より要請の有りましたクラブ戦略計画委員会を立ち上げ、月に 1 回の開

催を持ち 6 月の理事会及び例会に報告をさせて頂きました。高島直前会長・大東会

長エレクト・橋本副会長・大矢幹事に於かれましては、大変ご負担をお掛けしまし

た。御礼申し上げます。本年度会員相互の親睦が最も重要なテーマのひとつであり

ました。杉原親睦活動委員会委員長は、この私の想いを十二分に受け止め委員会又

クラブの親睦活動に頑張って頂きました。本当に有難うございました。もう一つの

重要なテーマであります会員増強は藤本会員増強委員会委員長のもと 4 名の新入会

員を得、どの方も将来、当クラブの重要な役職を担って頂くであろう方ばかりで、

大変楽しみであります。一方 5 名の退会者をだし純増減マイナス 1 名となってしま

いました。本年度の最大の反省事項であります。

今年度も数多くの事業を皆様のご協力のもと執り行いました。

7 月は大阪桐蔭高校に於いてｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞの例会に招かれ卓話を担当させて頂き

ました。そして 8 月には海外研修が執り行われ、空門委員長により年度がスタート

しました。9 月には、少年野球大会・市民祭り・秋の交通安全運動等が、開催され

参加しました。そして 10 月の奥様方の参加を頂きました長崎への親睦旅行は、杉原

委員長らしく花にあふれたものでありました。11 月に入り恒例になりました、弁論

大会は、年々子供達の弁論もその中身もレベルアップされ、審査にも参加させて頂

き心に残るものでありました。そして 12 月には、地区大会において RI 会長賞を頂

き・クリスマス家族例会をフェスティバルタワーのアラスカで盛大に開催し半期を

終えることが出来ました。

先週の卓話



 

 

年が改まって、末広公園での出初式に初めて参加させて頂きました。特等席での

参加は、寒さを少し和らげてくれた様に思います。そして本年度初めての事業とし

て出前事業を谷川中学校で行いました。職業についてと言うテーマでありましたが、

私も生徒も緊張の中スタートした授業は、私自身にとっても職業を一から見つめ直

す良い機会を頂いたと思います。大阪桐蔭の卒業式・入学式に空門委員長と二人で

参加させて頂きました。本年度は、他クラブの周年記念式典が多く、枚方 RC55 周

年・大東中央 RC20 周年・大東青年会議所 45 周年・台湾スワンシーRC25 周年・塩

釜東 RC50 周年と出席させて頂きました。枚方以外は、大東 RC のみなさんと一緒

に参加させて頂き、お祝いと共にしっかり親睦を深めることが出来たと思います。 

4 月の姫路への家族会は、真っ白な姫路城が、満開の桜の中にそびえ立つ様は、

しっかりと記憶に残ったと思います。また昼食の献立もさる事ながらお城の真正面

でのロケーションは、休みの所を無理やり営業して頂いた価値ある物でありました。

また 4 月は、例年恒例になっていました 3 クラブ合同コンペが、大東中央 RC の主

管で復活しました。塩釜東 RC での周年記念式典に参加させて頂いたときに感じた

のですが、横のつながりも大事にしなければと思いました。 

会報・雑誌委員会の中委員長は、週報に、市のマスコット・ダイトン君を載せ、

大東歴史散歩コースを掲載して楽しみを作って下さいました。私もいくつかを歩い

て見ましたが、道端の道標も意味の有るものとして楽しく歩かせて頂きました。 

理事会メンバーの皆さんに於かれましては、一年間本当に有難うございました。

私には重すぎる会長の職を何とか一年間務めることが出来たのは、皆さんのお蔭で

あります。特に本年度は、会長経験者の岡本会員樋口会員に理事会に入って頂き、

審議協議に有意義なご発言を頂きました。今後の理事会運営に大きな足跡を残した

と思っています。有難うございました。また各理事が、主管いたしました情報集会

は、今年度は、奉仕とは、というお昼ではなかなか掘り下げにくいテーマに取り組

んで頂き、資料を用意しての大変有意義な情報集会を持てたと思っています。委員

会以外のゴルフ同好会・グルメ会も開催されクラブ活動の多様化にも貢献して頂き

ました。 

理事役員委員長でない会員の方にも本年度、私は、年頭の基本方針を作成するに

当たり文章の推敲を手伝って頂いたり、対外的な心遣いを助言頂いたり、と私の心

の中心の部分をずっとサポートして頂きました事、感謝申し上げます。大矢幹事・

田川 SAA は、一年間同じテーブルで食事をし、お二人ともに大変お忙しい中、幹事

として、SAA として頑張って頂きました。感謝します。 

本年度、私は、大東ロータリークラブの会長を務めさせて頂くにあたり、この会



 

 

長職をみなさんに支えて頂きました。この会長職を支えて頂いたという事が、私の

大きな財産になったように思います。次年度から、この大きな財産を心にロータリ

ー活動を行いたいと思います。今後ともよろしくお願い致します。一年間有り難う

ございました。 

 

●幹 事       大矢 克巳 会員 

本年度、小川会長の元、会員相互の親睦が図

れるクラブ運営を幹事として、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。 

と所信に掲げさせて頂きました。 

本年度は、組織の編成におきまして、歴代会

長を務めて頂きました、岡本会員・樋口会員に、理事委員長を引き受けて頂き、定

例理事会に於きましても建設的なご意見、ご指導を頂きました。 

又、委員会に於きましても、８つの委員会を４つに統合させて頂きました。 

国際奉仕・国際交流平和委員会の中野理事委員長、職業分類・会員選考委員会の

池田委員長、出席・プログラム委員会の森岡委員長、会報・雑誌委員会の中委員長

の方々に置かれましては、予定者段階からご無理を言って引き受けて頂き感謝申し

上げます。 

それぞれの事業を行うに当たり、担当の各委員長の皆様には、本当に感謝申し上

げます。 

そして全ての事業を無事に執り行う事ができました。 

４０名でスタートした本年度は、４名の方に入会者をして頂きましたが、残念な

がら５名の方が退会されました。退会されました方々には、それぞれのご事情があ

るとは思いますが、その中でも、ご子息様の入会や、事業者からの再入会等でご協

力を頂きました事は、感謝申し上げます。 

本年度、小川会長は、クラブ戦略委員会を立ち上げ、今まで認識不足になってい

る、定款・細則を再度見直しながら、クラブ全体の共通意識を持てる様に会議を開

らかせて頂き、副会長の選定方法等、沢山の意見がでました。 

この委員会からの課題は、来年度に引継ぎをして頂きますが、初めての取組みで、

今後の大東ロータリークラブの、方向性を決める重要な委員会になると思います。 

例会運営では、田川ＳＡＡ・杉原親睦委員長をはじめ親睦委員会の皆様には、感

謝申し上げます。 

この１年間を振り返って見ますと、各役員・理事・委員長・会員の皆様には、お

世話になりありがとうございました。 

又、野球大会・弁論大会・インターアクトの海外研修・秋の家族会・春の家族会・

台湾スワンシーＲＣの訪問・５回のゴルフ大会等、この他にも継続事に携わって頂



 

 

きました、会員の皆様には本当に感謝申し上げます。 

新規事業では、谷川中学校への出前講座は、私自身本当に素晴らしい体験をさせ

て頂きました。 

皆様の支えがあって無事一年間を幹事として終了することができました。 

特に、私事公務の所用とはいえ理事会・例会を欠席することが度々あり、その際

は快く代役を受けて頂きました、田川ＳＡＡには感謝申し上げます。 

小川会長にとっては、不甲斐ない幹事だったと思いますが、皆様のおかげを持ち

まして、今日の日を迎える事が出来ました。 

そして、事務関係をこなして頂きました、事務局村本さんには最大の敬意を表し

ます。 

小川会長を初めとする、理事役員の皆様の寛大なご理解、又、会員の皆様・事務局

に助けられながら、本当にこの一年、私にとって身に余る経験をさせて頂きました。 

本当にありがとうございました。 

 

 

●職業分類・会員選考委員会  

池田 實 委員長 

本年度は新入会員が 4 名入会することとな

り、職業分類のみをさせていただきました。 

谷中 宗貴 重量運搬 

森脇 克弥 菓子製造 

森田 武雄 菓子配布 

岡井 康弘 病院 

会員の皆様のご協力有難うございました。 

 

 

●米山奨学委員会     松原 清一 委員長 

1 年間、仕事と病気でアクティブに活動がで

きなくて、 小川会長、 大矢幹事を始め副委

員長の安田君に大変ご迷惑おかけしました。  

また、事務局員の村本さんにもご迷惑おかけ

しましたことを深くお詫び致します。  

米山奨学委員会はロータリー活動の基本とも

言える事業で 会員その説明や理解を促す活動をしなければならなかったですが、そ

れもおろそかなってしまい、大いに反省しております。 



 

 

●SAA          田川 和見 会員 

SAA とは会場監督であり、その任務と役割

は「楽しく円滑に効果的な例会が行われるよう

にする事」とあります。 

本年度、小川会長の方針である「輝かしい伝

統を心に・変革を！」として過去から未来への

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み、親睦活動委員会・

出席委員会・各委員会とも SAA として努めてまいりました。 

また、お昼の食事については交渉のうえ、月 1 回のカレーが入ることになりました。 

慣れない前の席での司会。順番間違い・読み間違いなど皆様には聞きづらいこと

もあったと思います。今日で SAA としての職務は終わりますが、次年度 SAA の杉

原さんは昼夜お口がお上手なので皆様ご期待してください。 

つたない SAA でしたが 1 年間ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第 2660 地区の月信が電子化されたことにともない、会員全員へのメール配信となりました。 

メールアドレスを登録の方へはすでに配信済みですが、まだアドレスを登録されてない方はお早め

にご連絡を事務局までよろしくお願い致します。また、一部受付に置かせて頂きます。 

 

 

 

 

 

訳：春が過ぎて夏が来たらしい。夏に純白の衣を干すという天の香具山なのだから。 
 

持統天皇 （じとうてんのう） 

645～702 称制 686～689 在位 690～697 第 41 代天皇。天智天皇の第 2 皇女。天武天

皇の皇后。飛鳥浄御原宮で即位し、飛鳥浄御原令の施行や藤原京遷都などを行い律令体

制の基礎を構築した。 


