
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話   （8 月 2 日） 

次週の予定   （8 月 9 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 8 月 2 日   No.2345   H28.7.19 (No.2344 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 19 日分） 

会員数 39名 出席数 32名 欠席者 5名 

特定免除 2名 その他免除 0名 

出席率 86.49％ 

 

前々回 7月 5日分 

ホームクラブの出席者 35名  92.11％ 

メークアップの結果 38名 

特定免除 1名  その他免除  0名 

欠席者 0名  修正出席率 100.00％ 

 
 
・8/2～5 インターアクト海外研修 セブ島 
・8/16 例会休会 
・8/23 例会 少年野球大会授与式 

・8/23 クラブ奉仕/ロータリー情報 情報集会 18：00～ 

・8/27 地区 ロータリー財団セミナー 14：00～ 
 
・9/4  少年野球大会 開会式 9：00～ 

・9/17 地区 職業奉仕委員会 合同勉強会 10：00～ 

・9/17 地区 社会奉仕委員長会議 14：00～ 
・9/17～18 大東市民まつり 
・9/19  少年野球大会 閉会式 予定 
 
 

後面に記載 

「 雑 感 」 

 髙島  登 会員 

「 癒し 5 」 

 松原 清一 会員 

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 



 

 

 

皆さん今日は。大変蒸し暑い日が続いています。

昨日近畿地方も梅雨明けが発表されまして、本格的

な夏となって来ます。今年の夏は例年よりも猛暑日

が多くなると言われております、皆さんも熱中症な

ど、体調面にも十分注意してください。 

さて、会長の時間ですが、今年の３月 12 日に行

われました、2016～2017「年度会長エレクト研修セミナー（PETS）」で「会長の時間」

はクラブ活動やロータリー全般に関わる情報を提供することが推奨されており、テ

レビや新聞に出てくる政治や経済問題、或いは自分の趣味の話題は出来るだけ別の

機会に話すようにと指導を受けて来ておりまして、これも勉強とロータリーの話題

探しに励んでおります。 

今日は、ロータリー年度はなぜ７月から始まるのか？についてお話したいと思い

ます。通常、個人の事業主も、会社も、事業年度があり、個人の場合は 1 月から 12

月までと決められていますが、会社の場合は事業年度を会社の都合で自由に決める

ことができます。 

ロータリーの最初の会計年度は、第１回大会が終了した翌日、1910 年 8 月 18 日

に始まりました。翌年度 1911 年も同様に、8 月 21 日開始となっていまが、この年に

ロータリー全米連合会から、ロータリー国際連合会となりました。 

さらに翌年の 1912 年 8 月、理事会が当時の国際ロータリー・クラブ連合会の会計

監査を依頼した際、クラブ幹事と会計が十分な時間をもって、大会に向けた財務報

告を準備し、クラブ代議員の数を決定できるよう、会計年度の最終日は 6 月 30 日に

するのがよいとの提案を会計士から受けました。 

執行委員会はこれに同意し、1913 年 4 月の会合で、6 月 30 日を会計年度最終日と

定めました。 

ロータリーはその後、1917 年まで、7 月または 8 月に年次大会を開催していまし

たが、1916 年大会（米国・シンシナティ）での代議員が、夏場の暑さを考慮し、大

会を 6 月に開催する決議案を採択しました。これにより、次の大会となるアトラン

タ大会は 6 月１７日～21 日に開催されました。「ロータリー年度」という表現は、ロ

ータリーの運営年度を示す用語として、1913 年から使用されているようです。 

よって、100 年も前から「ロータリー年度」は、7 月 1 日から始まり、6 月 30 日

に年度が終わります。 

以上、事業年度が 7 月から 6 月の１年間になった経緯です。

大東  弘 会長 会長の時間 



 

 

 

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

・入会記念日 自祝      大東  弘 君 

・入会記念日 自祝      中嶋 啓文 君 

・入会記念日 自祝      中  恒夫 君 

・入会記念日 自祝      佐藤 多加志君 

・入会記念日 自祝      木村 克己 君 

・入会記念日 自祝      中野 秀一 君 

・入会記念日 自祝      中野 隆二 君 

・例会出席 感謝       大東  弘 君 

・インターアクト海外研修説明会に参加させて頂きました  

中野委員長ごくろう様でした 感謝  

先週急用につき、欠席させて頂きました    橋本 正幸 君 

・欠席お詫び        中嶋 啓文 君 

・舞鶴の岩ガキは最高でした 先日は岡本さんありがとうございました  

小川 芳男 君 

・早退お詫び       大矢 克巳 君 

・IAC 海外研修オリエンテーション 中野隆二委員長おつかれ様でした  

また参加されました皆様おつかれ様でした    

・橋本会長エレクト名刺ありがとうございました 感謝  空門 満也 君 

・本日もニコニコにご協力ありがとうございます 感謝  山田  伸 君 

・インターアクトオリエンテーションへの御参加ありがとうございました  

東村会員、谷中会員大変お世話になりました   中野 隆二 君 

・田川さんごちそうさまでした 東村会員、谷中会員お世話になりました  

ありがとうございました 感謝     柿木  篤 君 

・東村さん、谷中さん、ごちそうになりありがとうございました 西山 潤一 君 

・岡本さん、小川さん、藤本さん、ありがとうございました 感謝 岡井 康弘 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

 

 

 

 

 

訳：夏の夜は、まだ宵だと思っているうちに明けてしまったが、雲のどのあたりに月はとど

まっているのだろう。 
 

清原深養父 （きよはらのふかやぶ） 

生没年不詳。平安前期の歌人。元輔の祖父。清少納言の曽祖父。内蔵大允。 



 

 

 

 

       

「 新年度の方針発表  」 

 
 

●規定委員会               中嶋 啓文 委員長 

ロータリークラブは、年々変化をしています。本年

度も既にいくつかの改革が決定しています。その改

革が前進しているのか後退しているのかはわかりま

せんが、本来のロータリークラブとしての組織形成の

概念から離れて行っているのは、確かだと思います。 

例会頻度の緩和、事業の義務化、入会審査の緩和等、様々な案件で改革が勧められ、

この様な「寛容性」が本当に必要なのか？他の奉仕団体との差別化にも疑問視し

ます。 

本年度大東弘会長の方針「温故知新」のもと、当クラブの歴史（これまでの実績）

の経緯と当時の環境を振返り、現状の取巻き環境と今後の方向性を模索すると共に

会長指針に照らし合わせ、当クラブの定款・細則を、今一度検証して行き規定改定

などの「改善案」を提唱出来ればと考えております。 

会員の中で、規則に疑問を持たれておられる方が居られましたら、ご意見をいただ

きたいと思います。検討し理事会に提案させていただきます。 

本年度も皆様のご協力をお願いいたします。 
 
先月の末に急遽、副会長への打診があり、本年度 副会長を受諾しました。私自身

「幹事を経験していないこの時に」と悩み考えさせられましたが、今後のクラブの

為と考え、受けさせていただきました。 
まだまだ経験の浅い自分ですが、前任者や歴代経験者の背中を見させていただき勉

強させていただきます。皆様のご指導、ご鞭撻をよろしくお願いいたします。 

 
 

●広報委員会                 柿木  篤 委員長 

広報委員会は、大東ロータリークラブのホームページ

というツールを用いて、内容の更新を活発に行い、積

極的にロータリー活動を発信することによって、大東

ロータリークラブのブランド力の向上に努めてまい

ります。 

また、情報伝達のスピードアップを計るため、構築されたクラブ内連絡メール配信

システムを早急に確立してまいります。 

会員の皆様には何卒ご協力賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

先週の卓話 



 

 

●シンギング委員会         森岡 信晶 委員長 

例会の始まりはシンギングからです。 

この時間を和やかな雰囲気で始められるようなシン

ギングを目指し、大東ロータリークラブの例会を盛

りたて、ロータリーソングへの理解を深め、会員の

皆様との一体感をより高められるように心がけ、健

やかな時間を提供できるよう努めてまいります。 
 
 

●ニコニコ箱委員会          山田  伸 委員長 
本年度、ニコニコ箱委員会、委員長を仰せつかりま

した山田 伸でございます。何卒よろしくお願い申

し上げます。本年度の大東会長テーマ「温故知新」

を念頭に、本年のニコニコ箱、会員家族、事業等の

喜び事、お祝い事もニコニコしながら披露し喜びを

分かち合い、又失敗したり、迷惑をかけたときもユ

ーモアたっぷりに苦笑し、例会を賑わせて親睦を増進する事ができるように紹介し

ていきたいと思います。次年度への充実した奉仕活動の基金が集まるように、目標

達成に向けて精一杯努力していきたいと思います。 
はなはだ若輩者ではございますが、皆様からのご指導をあおぎながら頑張っていき

たいと思います。 

 
 

●ロータリー財団委員会                                 上田 正義 委員長 

ロータリー財団は、国際ロータリーに慈善部門で、ロータリアンと支援者による自

発的な寄付のみに支えられています。財団の補助金を通じて、ロータリアンは人々

の健康状態の改善、教育支援、貧困救済に努め、世界理解、親善、平和を促進する

活動を行っています。 

■ 年次基金 １人当り １５,０００円 

■ ポリオプラス基金   ５,０００円 

■ 財団に関しての会員の教育を行う 

■ クラブがロータリー財団の補助金を申請するための資格を満たし、クラブの覚

書ＭＯＵに概説されている補助金に資格管理システムを設けていることを確

認する。 

■ 財団補助金プロジェクト活動への参加呼びかけ促進する。 

■ 永久にポリオを撲滅する。 

■ 財団の補助金と６つの重点分野を通じて、ロータリーの人道的奉仕の質と影響

を高める。 

を目標にしております。会員諸兄のご理解とご協力をお願い申し上げます。 



 

 

●米山奨学委員会           安田 智洋 委員長 

本年度米山奨学委員長をさせて頂きます。職務を全

うできるように頑張りますので 、今年度 1 年よろし

くお願いします。 

本年度、当クラブは、大阪産業大学のカドゥカ，マ

ダンさんを奨学生としての世話クラブとなります。

しっかりお世話できればと考えています。その他の役割としましては、地区の米山

奨学委員会とクラブとの繋ぎ役それと、寄付のお願い、米山奨学金制度の説明等が

あります。会員皆様方の協力いただけますよう、どうかよろしくお願いいたします。 
 

 

●インターアクト委員会     中野 隆二 委員長 

 本年度、インターアクト委員会の委員長を仰せつか

ります中野隆二と申します。また入会間もない私に

このような役を与えてくださった方々の期待にこえ

るべく全力で取り組んでまいります。 

 本年度も大阪桐蔭中学高等学校インターアクトクラ

ブの活動に協力・参加し提唱ロータリークラブ、提唱学校の緊密な連携のもと、地

域奉仕と国際奉仕を通じて博愛・奉仕の精神を継承した未来ある青少年の育成を目

的とし、奉仕活動を通じて大東ロータリークラブとの交流を深め、一員としての自

覚を持たせ、自主的な活動を促進いたします。 

大東ロータリークラブ会員の皆様には更なる各事業へのご協力をお願い致すと思い

ますが、ご理解とご協力の程宜しくお願い致します。 

《今年度事業計画予定》 

７月 大阪桐蔭ＩＡＣ例会 

８月 海外研修 フィリピンセブ島（８月２日～５日） 

９月 早朝清掃活動 

１０月 秋の奉仕活動 

１１月 第 2660 地区年次大会 

３月 冬の奉仕活動 

５月 早朝清掃活動 

６月 新入生歓迎会 

 
 


