
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話   （8 月 30 日） 

次週の予定   （9 月 6 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 30 日   No.2348   H28.8.23 (No.2347 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（8月 23 日分） 

会員数 39名 出席数 32名 欠席者 6名 

特定免除 1名 その他免除 0名 

出席率 84.21％ 

 

前々回 8月 2日分 

ホームクラブの出席者 24名  68.57％ 

メークアップの結果 32名 

特定免除 5名  その他免除  0名 

欠席者 2名  修正出席率 94.12％ 

 
＜ゲスト＞大東スポーツ少年団野球部  

会長   中村 重一氏 
事務局 竹田  勉氏 

 
・9/3  地区  クラブ米山奨学 研修会 14：00～ 
・9/4  少年野球大会 開会式 9：00～ 
・9/9  大東市民まつり 第 3 回総会 19：00～ 
・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 
           雨天 9/22 
・9/20 例会休会 
・9/24 地区 地区決議会 10：00～ 
・9/24 地区 青少年奉仕 合同会議  

14：00～ 
 
・10/4～5 秋の家族会 

後面に記載 

「 ロータリーの友月間に因んで 」 

 小林 誉典 雑誌委員長 

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 

「 旅行の話 パート 5 ＆ ？ 」 

 大矢 克巳 会員 



 

 

 
 

皆さん今日は。 

熱い熱戦が繰り広げられた、リオ・オリンピック

と夏の高校野球が終わりましたが、まだまだ厳しい

残暑が続いております、皆さん体調管理には十分注

意してください。 

さて、リオ・オリンピックでは日本選手の活躍が

目立ち、過去最多のメダル数 41 個を獲得して、大い

に盛り上がりました、私も深夜のテレビ観戦で今でもまだ時差ボケの様な状態が続い

ております。特に、後半は女子レスリングをはじめ、バトミントン・シンクロ・卓球

などの逆転劇での日本女子の気迫と集中力を目の当たりにして鳥肌がたち感動した試

合ばかりでありました。 

そこで獲得メダル数について、ちょっと調べて来ましたので報告します。 

獲得メダル数は前回（4 年前）のロンドンが 38 個で過去最多でありましたが今回の

リオが 41 個で最多となりました。 

金メダルの獲得数では、過去 16 個が最多であり 2大会ありました。 

52 年前の東京大会と 12 年前のアテネ大会でした。 

東京では、体操団体・個人・種目別で５ ﾚｽﾘﾝｸﾞ男子で５ 柔道で３ 

     女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ １ ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ 1 ｳｴｰﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 1 の計 16 個 

アテネでは、柔道 男 3 女 5 水泳 3 ﾚｽﾘﾝｸﾞ女子 2 体操男子団体 1 

            女子ﾏﾗｿﾝ 1  ﾊﾝﾏｰ投げ 1 の計 16 個 でした 

また、大会の規模では 

52 年前の東京大会は参加国  93 実施競技種目数 163 参加選手数 5,152   

今回のリオ大会  参加国 205  実施競技種目数 306 参加選手数 10,500 

52 年前より約倍の規模になっています。 

4 年後の東京ではどのような規模になるのでしょうか楽しみです。 

また、閉会式では、小池都知事の着物姿でのオリンピック旗の引き継ぎ式の後、グ

ランドいっぱいの日の丸と君が代で始まった東京ショー、安倍総理のマリオには驚き

ました。そして感動・感激のリオ・オリンピックが終わりました。日本女性の活躍と

日本のチーム力が目立った、リオ・オリンピックでした。 
 

国内では第 98 回全国高等学校野球選手権大会が行われましたが、大会前の甲子園公

式練習で、大分高校の女性マネージャーがユニフォームでグランドに入り、約 10 分間

シートノックを手伝っていたところ、大会役員にグランドからの退出を命じられる事

案が発生しました。監督が「いつも頑張っているからグラウンドに立たせてやりたい」

という親心から参加させたということでした。運営側は、試合に女性が出場できない

という規定から、規定は練習にも準ずるとして、グラウンドから退くよう命じたとの

大東  弘 会長 会長の時間 



 

 

ことです。この件について批判が相次いたことから、高野連は１３日、技術・振興委

員会を開き、委員らの意見を聞いた結果、「試合に出場できない女子に負傷のリスクを

負わせるのはどうかという意見が大勢だった」と説明せれたそうです。今、全国高等

学校女子硬式野球連盟があり日本女子プロ野球リーグが存在するにもかかわらず、こ

のような判断を下されたのは、どうなんでしょうか？大会は、作新学院の優勝で閉幕

しましが、オリンピックのせいか？また地元大阪桐蔭が出場していないからか？私の

なかでは静かに終わったような気がします。 

今日はスポーツ少年団の中村様がおみえになっております。大東ロータリー旗争奪

少年野球大会は、大東ロータリークラブが、1980 年（昭和 55 年）大東市少年団大東ロ

ータリー杯選手権大会を企画し、大東チビッコ相撲大会と野球大会に優勝旗と賞品を

寄贈したのが始まりであります。（20 周年記念誌より）そして､本年で第 37 回を迎えて

おります。過去この大会から、多くの甲子園児またプロ野球選手が巣立っていると聞いて

います。また、大東ロータリークラブもこの大会を後援することに意義を感じております。 

4 年後には東京オリンピックで野球が復活します、益々野球競技を通じて青少年の健

全育成にご尽力いただきますようにお願いいたしまして、会長の時間とします。     

 

    

 8 月 23日（火）場所、まんま家於 クラブ奉仕委員会、ロータリー情報委員会の情報集会

が開催されました。 

    

 



 

 

 

◎ニコニコ箱委員会                   西山 潤一 副委員長 

・入会記念日 自祝      岡本 日出士君 

・入会記念日 自祝      藤本 和俊 君 

・入会記念日 自祝      間  紀夫 君 

・例会出席ありがとうございます 西山君がんばって下さい 感謝 大東  弘 君 

・西山君ガンバレ～～～～～～～！     田川 和見 君 

・いつもありがとうございます 感謝    中嶋 啓文 君 

・肺炎と宣言され、死の渕をさまよったが、無事帰還皆さんに感謝  

大川 真一郎君 

・8/21（日）小倉競馬場にてセフティーエムアイ号から優勝しました  

単勝 14,640 円  自祝      池田  實 君 

・ガン検診、全て異常なしでした 健康でした 自祝 感謝 大西 寛治 君 

・橋本さん、かえって気を遣わせてしまい申し訳ありません  

厚く御礼を申し上げます 感謝  

東村さん、先日は大変お世話になり有難うございました  

お陰様で大変助かりました 感謝     福富 經昌 君 

・白馬の流星は雲にかくれていました       小川 芳男 君 

・昨日はのみすぎました！！     木村 克己 君 

・盆休み ゆっくりさせてもらいました    中野 秀一 君 

・会社のイベント、盛況で無事終える事が出来ました 感謝！！ 東村 正剛 君 

・西山会員お心遣いありがとうございました 感謝   中野 隆二 君 

・ニシヤマクン、ニコニコガムバッテクダサイ イツモアリガトウゴザイマス 

                                       柿木  篤 君 

委員会報告 

8 月 23 日例会において、第 37 回ロータリークラブ旗争奪少年野球大会の 

優勝旗授与式がありました。 



 

 

 

「  クラブ奉仕部門の運営に因んで  」 

 
 
 
 
 

 

大西 寛治 クラブ奉仕委員長 

本日は、クラブ奉仕委員会担当の卓話です。ロータリーにはクラブ奉仕，職業業

奉仕、社会奉仕、国際奉仕・新世代奉仕の五大奉仕委員会が有ります。クラブ奉仕

委員会は本クラブの機能を充実させるために、クラブ内で会員がとるべき行動に関

わるものであると記述されています。一般的なクラブでは会員増強委員会から研修

委員会までの１１委員会を担当とありますが、大東クラブではロスターに有る様に

会員増強、会員選考、職業分類委員会３委員会だけの担当です。規定委員会からニ

コニコ委員会の９委員会はロータリー情報委員会の藤本会員の担当です。そして、

今一番しなくてはならないのは会員増強です。クラブ奉仕委員長大西、会員増強委

員長高島、会長大東、幹事田川会員が中心となり会員増強に努めなくてはなりませ

ん。が、４人の情報より４０人の情報源が必要です。この様にクラブ運営を円滑に

図るためにお願いするのがクラブ奉仕委員会の仕事と思います。会員選考、分類は

新入会員候補者がいての委員会です。東村君には大変活躍して頂いていますがより

一層に新入会員候補の情報をお願いします。今晩の情報集会で会員増強の必要性に

付いて議論したいと思います。 

 クラブ奉仕委員会の話はこのくらいでＣＬＰ（クラブ・リーダーシップ・プラン）

とＤＬＰ（地区リーダーシップ・プラン）とクラブの戦略計画について説明します。 

ＤＬＰ（地区リーダーシップ・プラン）の導入は、ＲＩ理事会が世界の全地区が、

遅くとも２００２～２００３年までにＤＬＰを採用するように、義務付け地区委員

会の機能と活動を段階的に充実させて、現在の地区組織に至っています。 

ＣＬＰはＤＬＰの延長としてクラブ組織と運営強化にため、世界の幾つかのパイ

ロット・クラブで試験的に採用させた後に、ＲＩ理事会が２００４年度に承認し、

各クラブへ推奨を発表しました。最大の目的は、クラブを長期的にいかに発展させ、

活性化を図って行くかと言うところにあります。ＣＬＰはクラブ組織と活動を簡略

化と捉えているクラブが有るようですが、これは間違いです。簡略化しますと、む

先週の卓話 



 

 

しろクラブは衰退へ向かう危険性が有ります。会員の維持と新会員の勧誘を図り、

クラブを更に発展させて行くためには、クラブ自体を魅力ある生き生きしたクラブ

へと変えていく必要が有ります。ＣＬＰはその様な目的を持って各クラブに推奨さ

れたのです。会員減少のクラブと会員維持されているクラブと地域特性を生かし、

個性と多様性を生かし魅力あるクラブを作るためです。例えば、１１ある委員会を

統廃合半分にして委員長の数も減らす、五大委員長だけにするとかされたクラブも

あり、地区内で検討されました。今の大東クラブも委員会数は減らさず職業分類委

員会と会員選考委員会は岡本委員長が、出席委員会とプログラム委員会は中委員長

が兼ね、会報委員会と雑誌委員長は小林委員長が兼ねています。これも、ＣＬＰの

一つだと思います。 

大東クラブも以前に導入の検討をされましたが会員も５０名を超えており一人でも

多くの会員に委員長を経験し会員として責任を持って頂くために導入を見送りました。 

ＤＬＰとＣＬＰが最も異なる点は、ＤＬＰは世界の全地区が採用しなければならないＲＩ

の強制的な管理システムですが、ＣＬＰの賛否は各クラブの裁量に任されている点です。 

クラブの戦略計画は、企業や組織体は大なり小なり、それぞれが将来を展望した

中、長期計画を作成し、それに基づいた組織運営を行っています。各ロータリーク

ラブでＣＬＰを検討する際の最初の検討課題として取り上げるべき事項はクラブの

戦略計画の作成です。今まで各クラブは単年度目標に基づいた運営が行われてきま

した。ＲＩは２００７年６月の理事会で２００７年～１０年度の国際ロータリーの

戦略計画を承認し、発表しました。その戦略計画の中にはロータリーが２００７年

から３年間にわたり取り組んでいく優先活動項目、使命、ビジョン、標語、中核と

なる価値観と多様な項目が含まれています。毎年、クラブ全員で戦略計画を見直し

必要に応じて修正する。３～５年ごとに戦略計画立案の全プロセスを繰り返し、新

しい計画を立てるか、現行の計画を継続する。ＣＬＰとクラブ細則は毎年見直しが

有ってもよいことになっております。クラブの戦略計画や目標も含めて情勢の変化

に応じて柔軟に対応できます。大東クラブの歴史・伝統を継続し温故知新のスロー

ガンの基、まずは会員拡大のご協力をお願いします。 

最後に、時間が有れば「ロータリーの心と実践」を熟読して下さい。 


