
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話   （1 月 10 日） 

次週の予定   （1 月 17 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 

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 」 

  
・1/14   地区 第２回クラブ国際奉仕委員長会議 14：00～ 

・1/17  50 周年第 3 回記念事業部門委員会 午前 10：30~ 

・1/17  50 周年第 1 回総務財務部門委員会 午前 10：30～ 

・1/17  第 5 回クラブ協議会 例会後～ 

・1/24  第 3 組 第 3 回 幹事会 15：00～ 

・1/24  50 周年第 2 回実行委員会 例会後～ 
・1/24  職業奉仕委員会 情報集会 18：00～ 

・1/26  出前授業 
 
・2/4   地区 第１回クラブ戦略計画委員長会議 10：00～ 
・2/4   地区 補助金管理セミナー 14：00～ 
 

 

後面に記載 

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 

平成 29 年 1 月 10 日   No.2363   H28.12.20 (No.2362 の例会記録) 

「 産業医について、インフルエンザ速報 」 

福富 經昌 会員 

「 年男卓話 」 

大川会員・安田会員 

◆ 出席報告（12 月 20 日分） 

会員数 39名 出席数 30名 欠席者 6名 

特定免除 3名 その他免除 0名 

出席率 83.33％ 

 

前々回 12月 6日分 

ホームクラブの出席者 32名  91.43％ 

メークアップの結果 32名 

特定免除 4名  その他免除  0名 

欠席者 3名  修正出席率 91.43％ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

皆さんこんにちは。 

先週はクリスマス例会、当日は朝からあいに

くの雨ではありましたが、多くの皆様に参加

をいただきましてありがとうございました。 

また、あのような素晴らしいい会場と楽しい

イベントを設定して頂きました、親睦委員会 

空門委員長をはじめ親睦委員会を皆さん、皆

さんのおかげで楽しい 2 思い出に残るクリスマス会が出来ました。本当にありがと

うございました。 

そして、帰りのタクシーを用意していただいた、佐藤・木村両委員長、気配りのフ

ォローに感謝します。 

今日は 2016 年最後の例会であります、後ほど「前期を省みて」としての卓話をさせ

ていただきますので宜しくお願いします。 

そして、今日の例会が終わりますと来年の 1月 10 日迄例会がございません。最近は

寒暖の差が激しい日々が続いておりますが、皆さまにおかれましても、お体に十分

注意されまして、素晴らしい新年を迎えられ、そして初例会には元気な姿でお会い

出来ることを楽しみにして、会長の時間とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大東  弘 会長 会長の時間 



 

 

 

 

先日より地区より協力のお話しのありました、「財団 100 周年を祝う」（熊本地震

復興支援）プロジェクトが 12 月２４日朝日新聞に掲載されます。朝日新聞を購読し

ている方はもとより、購読してない方も是非ご覧ください。 

また、グリル大東さんよりお歳暮としてみかんを頂きました。皆さんのテーブル

に置かせて頂いております。 

 

 

 

 

 

 

 

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

・入会記念日 自祝      樋口 秀和 君 

・結婚記念日 自祝      木田 眞敏 君 

・結婚記念日 自祝      木村 克己 君 

・無事 皆さんのおかげで 6ケ月が終わりました 感謝     大東  弘 君 

・周年事業部会の皆様、早くから会議に御参加頂き、ありがとうございました 感謝 

            橋本 正幸 君 

・クリスマス例会 遅刻しました クリスマス例会 委員会の皆様ご苦労様でした 

         中嶋 啓文 君 

・クリスマス家族会欠席 お詫び     木田 眞敏 君 

・空門委員長、親睦委員会の皆さんには大変お世話になり有難うございました 

         藤本 和俊 君 

・楽しいクリスマス会でした 感謝     福富 經昌 君 

・クリスマス家族会欠席 お詫び     小林 誉典 君 

・X’mas 家族会 楽しかったです 有難うございました  佐藤 多加志君 

・クリスマス家族会、空門委員長 大変お世話になりました 木村 克己 君 

・空門委員長 クリスマス家族会ありがとうございました  中野 秀一 君 

・クリスマス家族会 空門委員長 親睦委員会の皆様有難うございました  

中野隆二君、西山君、森脇君有難うございました 感謝  東村 正剛 君 

・クリスマス家族会 ご参加まことにありがとうございました  

親睦委員会の皆さんご苦労様でした 感謝   空門 満也 君 

委員会報告 

 田川 和見 幹事 
幹事報告 



 

 

・空門委員長 クリスマス家族会 お疲れ様でした  

佐藤さんありがとうございました     間  紀夫 君 

・クリスマス家族会欠席 お詫び     森岡 信晶 君 

・空門委員長 お疲れ様でした 本日もニコニコご協力ありがとうございます 

         山田  伸 君 

・クリスマス家族会では、大変楽しいお時間を過ごさせて頂きました  

有難うございました 感謝     森脇 克弥 君 

 

 

 

 

 

◎社会奉仕委員会        木村 克己 委員長 

クリスマス会にて募った歳末たすけあい募金を大東市社会福祉協議会へ37,000円募

金致しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１６～２０１７年度 

●第５回クラブ協議会のお知らせ● 

第５回クラブ協議会を下記の通り開催いたします。 

理事・役員・委員会委員長の皆様はご出席下さいます様、お願い申し上げます。 

日  時 ２０１７年１月１７日（火） 例会後～ 

場  所 市民会館 ４階 大会議室 (例会場) 

＊ご都合の悪い方は、副委員長の出席をお願い致します。 



 

 

 

 

「 前期を省みて 」 

        

 

 

 

 

 

 

大東  弘 会長 

今年の 3月 12 日に行われました「会長エレクト研修セミナー」ＰＥＴＳから、私の

2016-2017 年度が始まりました。 

5 月 24 日に理事・役員懇談会を開催し、６月 7 日に第 2 回クラブ協議会にて各方針

について協議を行い、創立 50 周年へ繋げる大切な年度として、クラブテーマを「温

故知新」とさせていただきスタートしました。 

まず、会長の時間で何を話すのかですが、ＰＥＴＳでは「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ましたので、古

きを尋ねる話題探しからはじめました。 

先輩の皆さんには今更何を言ってと叱られるかもと思いながらも、会長の時間では、

110 年以上前にロータリーがどの様にして出来たのか、なぜ年度が 7月から翌年の 6

月末になったのか、日本のＲＣはシカゴＲＣ創立から 15 年後に東京ＲＣが世界で

855 番目として点鐘で始まる例会は日本だけなのか、例会場に国旗（日の丸）を掲げ

君が代を歌うようになったのはいつごろか、また、大東ロータリークラブは設立当

時の例会場・事務所は守口市京阪本通りの三洋電機(株)健保会館であった、クラブ

番号は 14526 番で日本では 836 番目であること、大東ロータリー旗争奪少年野球大

会がいつどのようにして始まったか、いつからこの市民会館が例会場になったのか

等を自分なりに調べてお話しをさせていただきました。 

そして、今年の４月 2016 年ＲＩ規定審議会が行われ 3 年ぶりに IR 規定委員会が、

クラブ運営に大幅な柔軟性を認める内容での標準定款の変更がなされました。それ

に伴い当クラブでは、中嶋規定委員長にご苦労いただき、細則を見直し試案として

提示をしていただき、理事会で協議を続けています。そして新しい大東ロータリー

クラブ細則が出来るものと確信しております。 

また、事業の方では、五大奉仕委員長の方からご報告して頂きますので詳細は控え

させていただきますが、秋の道後温泉家族会・クリスマス家族会・2回のゴルフコン

ペ等の親睦事業と多くの奉仕活動事業が、会員増強がままならない状況ではありま

すが、皆様方のご理解により、どの事業に対しましても多くの参加を頂き、全て成

功に導いて頂きました事に心より感謝もうしあげます。 

先週の卓話 



 

 

年が明けますと後期がはじまります、まだまだ予定された事業も残っておりますし、

50 周年実行委員会も動きだしました。50 周年を迎える新年度によりよきバトンを確

実につなぐためにも、皆様方の更なるご理解とご協力をお願いいたします。 

最後になりましたが、皆様がよい新年を迎えられます様祈念しまして、「前期を省み

て」といたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ奉仕委員会 大西 寛治 委員長 

クラブ奉仕委員長として、各委員会、委員長方へは 100％満足な委員会活動を実施し

て頂いております。 

50 周年を前に、今年度前期は時代に沿ったロータリークラブになったと思います。

理事会に出席しても我々の入会時とは違い高度な理事会審議をし、昔人間の私にと

っては少しついて行けない所があります。規定も大きく見直される新調審議がされ

ています。ニコニコ箱も予想額を超える協力をいただいております。週報も趣向を

凝らし作られており、感謝申します。 

ただ、出席を RI が重視しなくなった事もあり、100％出席が減ってきているように

思えるのが心配です。ロータリーは出席からです。 

また、会員増強は会長、幹事が後期で新入会員を入れられると思いますが、これは

全会員の協力と情報提供が必要です。候補者を増強委員長に提供して下さるようお

願いします。 

各委員会もこの調子で後期をむかえ、そして 50 周年へと繋げて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

職業奉仕委員会 間  紀夫 委員長 

職業奉仕委員会では、前期に目ぼしい事業はございませんでしたので、後期の事業

についてお話させていただきます。後期は、1 月 24 日に職業奉仕情報集会を行いま

す。職業奉仕とは何かを自分なりに皆様にお話させていただければと考えておりま

す。また、昨年から始まりました出前授業が 1月 26 日(木)に行われます。講師をお



 

 

願い致しました皆さまにはお忙しいところ快くお引き受けいただきましたこと改め

て御礼申し上げます。興味のある方がおられましたら、お時間が見学していただけ

るよう調整させていただきますので、是非お声掛ください。さらに、職業奉仕委員

会の最大の事業である春の家族会ですが、今年は京都を予定しております。裁判所

見学、桜、美味しいお料理をご用意させていただきますので、大勢の参加をおまち

しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会奉仕委員会 木村 克己 委員長 

前期の社会奉仕委員会活動を時系列に従ってご報告いたします。 

7/8 大東市立発達支援センター 夏まつり への慰問 

8/28 塩釜東 RC との下打ち合わせ 友好クラブ調印式及び大東 RC50 周年について 

9/17 大東市民まつり 前夜祭 盆踊り警備 

9/18 大東市民祭り 本祭り 薬物乱用防止キャンペーンへのグッズ提供及びブース 

を間借りしてのクラブ活動 PR 

9/21 秋の全国交通安全運動 台風のため中止 春も御座いますのでご参加よろしく 

お願いします 

10/8 大東市立発達支援センター 運動会開会式にて「WCS 事業」による遊具贈呈式 

  東坂市長より感謝状を頂きました 

11/5-7 雙溪扶輪社へ訪問 塩釜東 RC との調印式及び大東 RC50 周年についての下打 

ち合わせ 

11/8 夜間例会 薬物乱用防止キャンペーンで毎年お世話になっている大内先生をお 

招きして「青少年の薬物乱用について」ご講演を賜る 

12/9 大東市立発達支援センター クリスマス会への慰問 先生や保護者による手作 

りの出し物に子供達は大歓声を上げて喜んでいました。来年は橋本エレクトに

サンタの格好でプレゼントを子供達に直接手渡す設えが良いと思います。東村

副委員長よろしくお願い致します。 

後期は 4/22 に雙溪扶輪社のメンバーを立会人に迎え塩釜の地で予定しております、

大東 RC と塩釜東 RC との「友好クラブ締結書」の調印式に向けて準備を整えて参り

たいと思います。今後も皆様のご協力をよろしくお願い致します。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

国際奉仕委員会 東村 正剛 委員長 

国際奉仕委員会の前期の活動は、「大東の子供たちに笑顔を」のテーマのもとに、WCS

事業を台北雙溪ロータリークラブと共同で、また地区の補助金も利用し、子ども発

達支援センターへ、『遊具 汽車スインギー』を寄贈しました。 

10 月 8 日（土）、子供発達支援センターの運動会開会式前に贈呈式が執り行われまし

た。贈呈式では東坂大東市長より当クラブと台北雙溪ロータリークラブへ感謝状も

いただき、また、たくさんの会員の皆様にご出席いただきありがとうございました。 

遊具の内訳としましては 

クラブ 226,860 円 

台北雙溪 RC 222,500 円 

地区補助金 185,640 円 合計 635,000 円 

国際奉仕の事業はこれでほぼ終了となりますが、来年 4 月には台北へ台北雙溪ロー

タリークラブの周年の参加、そして塩釜東ロータリークラブとの姉妹締結に立ち会

いへのお話しに行く予定です。 

今後ともメンバー皆様のご協力をよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

青少年奉仕員会 中野 秀一 委員長 

青少年健全育成を目的に本年度は、継続事業として、第３７回大東ＲＣ旗争奪少年

野球大会と第１１回大東市小中学校弁論大会に協賛しました。又、本年度のみの事

業として、大東市制施行６０周年記念スポーツイベント「だいとう河内街道マラソ

ン」 への協賛を行いました。 

青少年奉仕に関する事業は前期にてすべて終了致しました。これらの事業につきま

して、会長はじめ会員の皆様には大変お世話になり深く感謝申し上げます。有難う

ございました。  

さて、これまで青少年奉仕については大東市の子供達の健全育成について貢献して

きた事は事実ですが、昨今は少子化が進むと共にスポーツの分野においても多様化

が進むなど、取り巻く環境が少しずつ変化してきています。大東市における大東ロ



 

 

ータリークラブとしての存在意義を、青少年奉仕という分野で今後どのように位置

づけと発信を行うのか、継続事業においてもその関わり方から見直す必要があるよ

うに思います。 

その為には、地域で青少年奉仕活動に関わっておられる各種団体や行政、現場の指

導者や保護者の声に耳を傾け、必要なニーズを的確に把握し奉仕活動の企画・立案・

実行を行う。大東ロータリークラブとしてのブランディングの確立と今後のクラブ

の発展に繋げる為にも、地域の未来を担う青少年健全育成に積極的に関わりながら

地域へのＰＲに更に力を入れる必要があるのではないかと思います。 

来年は大東ＲＣ創立５０周年を迎えます。次年度担当の杉原委員長には青少年健全

育成にどうかかわるべきかを調査・研究・熟考していただき、５０周年に相応しい

実り多い青少年奉仕活動が展開されます事を期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

田川 和見 幹事 

前期の事業、行事等をあげてみますと、 

7 月 8 日子供支援センターの夏まつり 社会奉仕木村委員長 

11 日インターアクト例会 インターアクト中野隆二委員長 

8 月23日ロータリークラブ奉仕情報集会 クラブ奉仕大西委員長 

9 月 4 日ロータリー旗争奪 少年野球大会開会式 青少年奉仕中野秀一委員長 

17 日大東市民まつり 社会奉仕木村委員長 

19 日ロータリー旗争奪 少年野球大会 決勝 青少年奉仕中野秀一委員長 

10 月 4 日-5 日秋の家族会 親睦活動空門委員長 

8 日子供支援センター運動会にて寄贈式 国際奉仕東村委員長 

12 日第 1回 ロータリーコンペ ゴルフ同好会佐藤委員長 

11 月 8 日社会奉仕 情報集会 社会奉仕木村委員長 

11 日弁論大会 青少年奉仕中野秀一委員長 

17 日第 2回 ロータリーコンペ ゴルフ同好会佐藤委員長 

12 月 9 日-10 日地区大会 

13 日第 49 回 クリスマス会 親睦活動空門委員長 

半年の間 皆様に協力していただき、ありがとうございます。 

引き続き、6月末まで宜しくお願いします。    

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大東弘会長 ベネファクター 
樋口秀和会員 PHF+4 上田陽造会員 PHF+3 大西寛治会員 PHF+3 
橋本正幸会員 PHF+1 間 紀夫会員 PHF 

 

 

                

 

 

                

           

 

 

 

 
（2016 年度末集計分） 

2016-2017 ロータリー財団特別寄付 認証メダル授与 

「End POLIO Now !：歴史に 1 ぺージを刻もう」 
キャンペーン支援への感謝状が届きました 

ポリオウイルスは人から人へ感染し、最も多いのは汚染

水を通じた感染です。神経系を侵すこともあり、これに

よって身体のまひを引き起こす可能性があります。治療

法はありませんが、安全なワクチンで予防が可能です。

ロータリーとそのパートナー団体は、これまで世界中

25 億人以上の子どもにワクチンを投与する活動を行っ

てきました 


