
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話   （7 月 19 日） 

次週の予定   （8 月 2 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？ 

DAITO 
ROTARY 

OSAKA JAPAN 

CLUB WEEKLY BULLETIN 

平成 28 年 7 月 19 日   No.2344   H28.7.12 (No.2343 の例会記録) 

先週の例会報告 

人類に奉仕するロータリー 第2660地区ガバナー方針 

「 The Ideal of service 」 
 

松本 進也 

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（7月 12 日分） 

会員数 39名 出席数 31名 欠席者 5名 

特定免除 3名 その他免除 0名 

出席率 86.11％ 

 

前々回 6月 28日分 

ホームクラブの出席者 30名  85.71％ 

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 0名  修正出席率 100.00％ 

 
 ＜ゲスト＞ 

7/12    米山奨学生 カドゥカ マダン さん 
 
 
・7/19 幹事会 15：00～ 
・7/26 例会休会 
・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 18：00～ 
・9/17～18 大東市民まつり 
 
 

後面に記載 

「 雑 感 」 

 髙島  登 会員 

「新年度の方針発表」 

 各委員長 

ニコニコ箱 

お知らせ 

国際ロータリー会長   ジョン・ジャーム 



 

 

 

皆さん改めました今日は、大変蒸し暑い日が続い

ていますが、体調管理はいかがですか？私はクーラ

ーで体調をくずしてしまい、このような声でお話し

させて頂くことを申し訳なく思っております。 
 

７月３日（日）KKR ホテル大阪にて、ロータリー米

山記念奨学生学友会【関西】 2016～17 総会及び新

規奨学生歓迎会が行われ、奨学生のカドゥカ・マダン君と田川幹事、安田委員長と

共に参加してまいりました。 

会長として、初めての行事でしたが大変楽しく過ごさせていただきました。会場

では 2012～13 年の奨学生であった、フ スイコウさんに、久しぶりにお会いするこ

とが出来ました。フ スイコウさんは、2015 年に帰国して、現在 地元 中国山東

省でコンサルタントとして働いて、この総会のために来日したと言っていました。

また、帰国して初めて中国の学友会総会に、関西学友会代表として緊張しながら参

加したのですが、行ってみると顔見知りの学友もたくさんいて、何処へ行っても米

山がいると実感したと言っていました。 

そして今、台湾では台湾扶輪米山会があり、2009 年から台湾米山奨学金制度が設

立され、昨年も、台湾の大学・大学院で学ぶ日本人留学生に奨学金を支給されてい

るそうです。そして、韓国にもその広がりが始まっているようです。改めてロータ

リーの奉仕活動の大切さと素晴らしさを、実感いたしました。 
 

７月８日（金）大東市立子ども発達支援センター 

夏祭りに、木村委員長をはじめ６名のメンバーで訪

問してまいりました。当日は、あいにくの雨で園庭

での催しが屋内になってしまいましたが、今年の４

月１日から、旧小学校を改修した、旧施設とは比べ

物にならないくらい大きな立派な施設になり、大野

署長さんの案内で新しい施設の見学と、夏祭りでの、子供たちの笑顔と溢れる笑い

声に触れる事が出来ました。木村委員長有難うございました。 

また、１０月には、東村国際奉仕委員長が、台湾スワンシーRC との WCS 事業で、

この子ども発達支援センターに遊具を寄贈事業が予定されております。 
 

７月１１日（月）昨日大阪桐蔭中学・高等学校インターアクトの例会に行ってま

いりました。例年のように卓話の時間があり、少しロータリークラブとインターア

クトクラブの話をしてまいりました。１８名のロータリアンの出席を頂き、大変心

強い反面、相当なプレッシャーの中での卓話の時間でありました。中野隆二委員長

大東  弘 会長 会長の時間 



 

 

をはじめ参加いただいたメンバーの皆様、有難うございました。 

また、８月には２日からフィリピンセブ島への海外研修があります。中野隆二委

員長宜しくお願いします。 
 

以上で会長の時間とします。 

 

 

 

 

 

毎年年度初めに配布のロスターですが、8月第 1週の配布となります。 

また、本日グリル大東さんより会員皆さんにお中元として頂きましたので、ご報

告させて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

◎社会奉仕委員会       木村 克己 委員長 

＜大東市民まつり＞ 

日時：前夜祭 平成 28 年 9 月 17 日（土）午後 5 時～午後 8時 

本祭り 平成 28 年 9 月 18 日（日）午前 10 時～午後 5時 

   ※前夜祭が荒天等で中止の場合 

9 月 18 日（日）午前 10 時～午後 8時 

（1万人の盆踊り大会は午後 5時 30 分～） 

会場：末広公園（住道駅南公園） 
 

 

◎青少年奉仕委員会       中野 秀一 委員長 

「秋の RYLA セミナー」が開催されます。18～30 歳までのご子息、ご息女、社員様、

またご推薦の青少年にご参加のご案内と共にご推薦をよろしくお願い致します。 

日時：10 月 8 日（土）～10 日（月） 2 泊 3 日 

場所：奈良県明日香村内研修所 

委員会報告 

田川 和見 幹事 幹 事 報 告 



 

 

◎米山奨学委員会              安田 智洋 委員長 

ネパールから来られた米山奨学生、カドゥカ マダン さんが例会を訪問され、米

山総会、歓迎会に参加された事など、近況報告をされました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎インターアクト委員会                 中野 隆二 委員長 

７月１１日午後１８時より大阪桐蔭中学高等学校におきましてインターアクトクラ

ブ例会が行われました。 

例会では大東ＲＣ大東会長の卓話をはじめ前年度インターアクト部の皆様から各事

業の活動報告や感想と新年度の新入部員からの入部動機などお聞かせいただくこと

ができました。大東会長の卓話ではロータリークラブが創立された創始の事や奉仕

の理想等について説明され卒業後はローターアクトクラブそしてロータリアンにな

っていただく人材に成長して下さいと語られました。 

大変お忙しい中、例会にご参加戴きましたメンバーの皆様、心より御礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

◎ニコニコ箱委員会                      山田 伸 委員長 

・結婚記念日 自祝      安田 智洋 君 

・例会出席感謝 感謝      大東  弘 君 

・インターアクト例会参加ありがとうございました 感謝  田川 和見 君 

・親睦慰労会、ありがとうございました サプライズに感謝！！ 杉原 巨峰 君 

・本日健康で還暦を迎える事ができました 感謝   髙島   登君 

・大東会長昨日はありがとうございました 感謝   小川 芳男 君 

・先週休みました すみません      大矢 克巳 君 

・7/8 大東市立子ども発達支援センターの夏まつりに行ってきました 

         木村 克己 君 

・大東会長ありがとうございました 隆二委員長、 

インターアクト例会お世話になりました    中野 秀一 君 

・インターアクト例会 中野隆二委員長お疲れ様でした  

大東会長、田川幹事有難うございました 感謝   東村 正剛 君 

・中野隆二インターアクト委員長、インターアクト例会おつかれ様でした  

大東会長、田川幹事昨日はごちそう様でした  

杉原前親睦委員長、土日お世話になりました   空門 満也 君 

・親睦旅行欠席 申し訳ありませんでした 杉原委員長一年間お疲れ様でした 

         間  紀夫 君 

・中野隆二さん インターアクトお疲れ様でした  会長、幹事ありがとうございました 

         森岡 信晶  君 

・前年度親睦活動委員会旅行にて杉原委員長、空門副委員長お世話になりました  

昨日のインターアクト例会御参加ありがとうございました 中野 隆二 君 

・大東さん、田川さん、杉原さん、空門さん ご馳走になりありがとうございます 感謝 

         西山 潤一 君 

・遅参のお詫び、杉原さん、空門さん ありがとうございました 谷中 宗貴 君 

・親睦旅行では、皆様大変お世話になりました ありがとうございました 感謝 

         森脇 克弥 君 

・大東会長、田川幹事 ご馳走様でした ありがとうございます  

杉原 SAA ありがとうございます     森田 武雄 君 

・木村委員長、発達支援センター夏まつりありがとうございました  

親睦会打ち上げお疲れ様でした 感謝    山田  伸 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訳：天の風よ。雲間の通り道を閉ざしてくれ。天女の舞い姿をしばらくとどめておきたいのだ。 
 
僧正遍照 （そうじょうへんじょう） 

遍照（遍昭） 俗名良岑宗貞 （よしみねのむねさだ） 816～890 六歌仙・三十六歌

仙の一人。桓武天皇の孫。素性の父。仁明天皇に仕え、左近衛少将、蔵人頭を歴任した

が、天皇の崩御により出家。 



 

 

 

       

「 新年度の方針発表   」 

 
●ロータリー情報委員会  

藤本 和俊 委員長 
ロータリー情報委員会として 
①会員にロータリーの歴史、綱領、活動に基本 
的な考え方に関する情報を提供する。 

②新入会員のオリエンテーションを企画して、 
早くロータリー活動を理解して頂く。 

③ＲＩ，地区、当クラブに関する情報を提供し、奉仕活動がよく理解されるように

努める。 
④２月における卓話時間又、クラブ奉仕委員会との合同情報集会を通じて、ロータ

リー情報を提供する。  
以上ロータリアンとしてロータリーを正しく理解して活動できる、役立つ情報を提

供して行きます。 

 
 

●会 計       佐藤 多加志 会員 
本年度、会長が提唱されたクラブテーマであ

る「温故知新」を受け 48 年の歴史を訪ね今後

を知るべく直接事業には関わりませんが、会

計の立場で足元と今後を見据えた財務管理を

行ってまいります。 
「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

の会計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） 年度予算の充実さ 
2） 会計報告のあり方 
3） 会員均等支出項目の検証 
4） 定款・細則・規定等における会計責務と会計に関わる既定の順守性の把握と順守

啓発 
5） 決算報告書式の見直し（前年対比書式など） 
 
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。 

 
 
 

先週の卓話 



 

 

●Ｓ.Ａ.Ａ        杉原 巨峰 会員 
S.A.A 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。４０年代最後の S.A.A として、

本年度大東会長が掲げるクラブテーマ「温故知

新」をもとに、当クラブの伝統、歴史を顧みて

５０周年に向けての「品位と規律ある例会」を

目指してバトンを繋いでいきたいと思います。 
親睦活動委員会、出席委員会とも連携してスムーズな例会進行と共に会員皆様にお

かれましては、例会への積極的な参加とご協力のほど宜しくお願い致します。 
 
 

●職業分類委員会/会員選考委員会 
岡本 日出士 委員長 

職業分類、会員選考委員会共ルールに従い、迅

速に審査し、クラブの最大目標であります適格

な人材の入会に協力していきたいと思います。 
 
 
 
 
 

●会員増強委員会    髙島  登 委員長 
大東ロータリークラブ及び２６６０地区に於い

て会員増強は最も大切な事の一つだと思います。 
本年度大東会長も基本方針の中で会員増強の重

要さを述べられておられます。しかし、会員増

強は一人の力で出来る事ではありません。本年

度会員増強委員長としては、メンバー全員の御

協力を頂ける様活動して行きたいと思いますの

で、会長方針純増 2 名を達成出来る様、一年間御協力の程宜しくお願い致します。 
 
 

●出席委員会/プログラム委員会  
中  恒夫 委員長 

出席委員会 
会員はすべての会合、例会には出席義務とさ

れております。会長の方針「温故知新」をテ－

マにされております。諸先輩がされておりまし

た欠席した時のメ－キャップの規定を守りつつ、

また、新しい試みとしてＥクラブでの例会でも

メ－キャップもできますので、試みていただければと思います。基本的には、全例

会に出席できます様、ご協力お願いいたします。 

 



 

 

プログラム委員会 
年間の例会卓話担当を決めさせていただきました。緊急卓話要員として数名お願

いさせていただいておりますが、突然お願いする場合がありますので、その節には

ご理解いただき御協力お願いいたします。 

 
 

●親睦活動委員会 空門 満也 委員長 
本年度親睦活動委員会委員長に任命してい

ただきました空門です。 
２０１１年５月に入会させていただいてから

今日まで、ロータリークラブの根幹を成すのは「会

員相互の親睦」であると歴代親睦委員長の背を見

て、また大東ロータリークラブの会員の皆様のロ

ータリー活動を見て感じてまいりました。 
会員同士の交流、信頼、友情があってこそ、有意義な奉仕活動ができるものと考

えます。また本年度大東会長の方針にも「親睦と奉仕」を重要な部分と位置づけさ

れております。本年度会長のテーマでもある「温故知新」をふまえて、諸先輩方よ

り伝承されて参りました「会員相互の親睦」を深め、どうすれば楽しいロータリー

活動と感じられるような例会、家族会、クリスマス会を運営できるか深く楽しく考

えながら本年度親睦活動委員会の若いメンバーと共に努めて参りたいと思います。 
大東ロータリークラブの会員の皆様におかれましては、ご理解とご協力のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 
【 事業計画予定 】  
1. 例会設営  
2. 秋の家族会 １０月４日～１０月５日  
3. 第４８回 クリスマス会 １２月１３日  
4. 春の家族会 

 
●会報委員会/雑誌委員会 小林 誉典 委員長 

会報には昨年度より使用しています、大東市

のキャラクターのダイトン君他を、表紙面が和や

かになりますので、今年度も引き続き使って行く

予定です。又、表紙面には各奉仕委員会の直近の

行事情報を取り上げ、各会員により多くの参加を

募りたいと思います。 
 
ロータリー雑誌につきましては、前年度に当クラブの記事が２題採用されました

ので、続けての投稿は難しいと思われますが、活気あるロータリーの PR のために

も 1 つでも活動記事の上程を目指したいと思います。 
 
今後１年間の活動にご協力の程、よろしくお願いします。 

 


