
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話   （6 月 13 日） 

次週の予定   （6 月 20 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 」 

ニコニコ箱 

国際ロータリー会長   ジョン・ジャーム 

平成 29 年 6 月 13 日   No.2381   H29.6.6 (No.2380 の例会記録) 

◆ 出席報告（6月 6日分） 

会員数 40名 出席数 31名 欠席者 5名 

特定免除 4名 その他免除 0名 

出席率 86.11％ 
 

前々回 5月 23日分 

ホームクラブの出席者 32名  88.89％ 

メークアップの結果 35名 

特定免除 4名  その他免除  0名 

欠席者 1名  修正出席率 97.22％ 

 
 
・6/10-14  国際大会 アトランタ 
・6/27  2017-18 年度 第 3 回クラブ協議会 例会後～ 
 
＜2017-18＞ 
・7/4   2017-18 新年度スタート 例会後～集合写真 
      周年用 座談会 集合写真後～ 
・7/12  2017-18 会長・幹事会 16：00～ 
・7/15  地区 公共イメージ向上セミナー 14：00～ 
・7/18  50 周年 第 5 回実行委員会 
 

お知らせ 

後面に記載 

「 今年度の実績報告と反省 」 

 各奉仕委員長 

「 今年度の実績報告と反省 」 

 各委員長 



 

 

 

皆さん今日は。 

 今日は別室にて新旧合同理事会がおこなわれ

ました。内容等につきましては後程、田川幹事の

方から報告せれますので宜しくおねがいします。 

６日日曜日は、クリーンデーと称して各地域で清

掃活動が行われておりました。 

また、ロータリーでは、インターアクト新入生歓

迎会が、大阪桐蔭中学高等学校インターアクトクラブがホストとして、また大東ロ

ータリークラブがスポンサークラブとして、「生駒山麓公園」野外活動センターにて

行われました。 

当日は、ハイキング・バーベキュー・オリエンテーリングなどが行われ、私は中

野隆二委員長・空門会員・西山会員と共に近鉄生駒駅から生徒達と共に徒歩で会場

まで落後者を見るため、と言うより体力の関係上必然的にシンガリを務めておりま

した。会場に到着すると大東のメンバーが迎えてくれ、総勢１５名のメンバーで参

加を頂き有難うございました。 

また橋本エレクトにはバーベキューでの包み野菜を差し入れして頂きまして重ねて

お礼申し上げます。 

今日は、卓話の前に中嶋規定委員長から、昨年の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、一年間 中嶋規定委員

長にご苦労をかけ、細則を見直していただき、理事会で協議を続けた結果を説明し

て頂きます。 

そして、現行の大東ロータリークラブ細則 第１５条 改 正 により変更案を告

知していただきますので宜しくお願い致します。 

先週、塩釜東ロータリークラブさんより、４月の２１・２２両日に渡って行われ

ました、友好クラブ調印式・懇親会・マリンゲート塩釜にて塩釜市長を表敬訪問や、

秋保温泉岩沼屋での懇親会などの塩釜東・台北スワンシー・藤沢東・そして大東の 4

ＲＣの交流の模様を、立派な写真集として作成して頂きました。 

また、台北雙溪ロータリークラブにも一部頂いておりますので事務局より送らせ

ていただきました。 

報告ばかりになりましたが、会長の時間とします。

大東  弘 会長 
会長の時間 



 

 

 
 

2016-17 年度             

＜議 題＞ 

1.クラブ細則について    ・・・・承認 

＜報 告＞ 

今年度幹事より次年度幹事へ 

印鑑と事務局のスペアキーの引継ぎいたしました｡ 
 

2017-18 年度                      

＜議 題＞ 

1.次年度会長方針の件    ・・・・承認 

2.次年度プログラム休日の件   ・・・・承認 

 

 

 

 

 

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

・誕生日 自祝       西條 義昭 君 

・誕生日 自祝       松原 清一 君 

・誕生日 自祝       杉原 巨峰 君 

・誕生日 自祝       中崎  諭 君 

・誕生日 自祝 （４月） 結婚記念日 自祝（２月） 入会記念日 自祝（3月） 

  上田 陽造 君 

・インターアクト新入会員歓迎会 中野隆二委員長はじめ 

参加いただいた会員の皆様ありがとうございました 感謝 大東  弘 君 

・中野インターアクト委員長御苦労様でした 感謝   橋本 正幸 君 

・インターアクト新入会員歓迎会ご苦労様でした 橋本さんありがとうございました 

 中嶋 啓文 君 

・健康に感謝 感謝      上田 陽造 君 

・御堂運輸㈱上田社長様、本日例会見学に来て頂き有難うございます 

 藤本 和俊 君 

・次年度地区会合 欠席お詫び     小川 芳男 君 

・橋本会長エレクト先日はお世話になりました 感謝  中  恒夫 君 

・中野委員長ご苦労様でした     佐藤 多加志君 

・インターアクト中野委員長大変お世話になりました   木村 克己 君 

・東村会員ありがとうございました  

隆ちゃん IAC 新入生歓迎会お疲れ様でした 感謝   中野 秀一 君 

・インターアクト新入会員歓迎会 中野隆二委員長お疲れ様でした  

大東会長ごちそう様でした     東村 正剛 君 

・インターアクト新入会員歓迎会 中野隆二委員長お疲れ様でした  

大東会長、橋本会長エレクトごちそう様でした 感謝  空門 満也 君 

委員会報告 

田川 和見 幹事・佐藤 多加志副幹事 理事会報告 



 

 

・本日もたくさんのニコニコのご協力ありがとうございます  

メークアップなしお詫び      山田  伸 君 

・2016-17 年度インターアクトクラブ新入会員歓迎会への御参加 

ありがとうございました 感謝     中野 隆二 君 

・早退お詫び       谷中 宗貴 君 

・杉原 S.A.A 大変お世話になりました ありがとうございます  

橋本エレクト、中嶋副会長 先日は大変お世話になりました  

中野隆二委員長お世話になりました    森田 武雄 君 

・橋本エレクト、中嶋副会長 先日はお世話になりました  中崎  諭 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎インターアクト委員会       中野 隆二 委員長 

２０１６－２０１７年度国際ロータリー第２６６０地区インターアクトクラブ新入

生歓迎会を平成２９年６月４日㈰生駒山麓公園野外活動センターに於きまして開催

を致しました。 

今年度の担当校は大阪桐蔭中学校高等学校インターアク

ターの設営により近鉄生駒駅よりハイキング、バーベキ

ュー、オリエンテーションの交流事業を行いました。 

今回の事業より新たに加盟されました開明中学高等学校

を含め、全９学校のインターアクターの皆様で新入生歓迎

会の交流事業を通じ良き親睦を深めることができました。 

また当日大東ロータリークラブの大東会長をはじめ沢山

のメンバー様にご協力を頂き誠に有難うございました。 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

「 自己紹介 」 

 

 

 

 

 

 

橋本 正幸 会長エレクト 

会長エレクトとして、卓話の機会をいただき、ありがとうございます。 

この時期の卓話ということは、次年度の方針を会員の皆様にお伝えすることが目的

かもわかりませんが、次年度の会長として、まず自分のことを知っていただくこと

が必要ではないかと思い、自己紹介を行いたいと思います。 

昭和１７年３月に、スポンサー谷中元会員、大西会員、大東会員になっていただき、

入会をさせていただきました。 

ロータリークラブがどのような団体で、何をされているのか知りませんでした。入

会をさせて頂いた動機は、一週間に一度の例会がある事、年に一度の卓話がある事

でした。その時には、奉仕という概念はありませんでした。ロータリーは職業を通

して奉仕を行う団体です。そのことから私の経歴と、現在の職業を知っていただき

理解事していただければと思います。 
 

経歴 

 昭和 53 年４月大東市役所 下水道事務所に配属されました。 

  受益者負担金を担当していました。 

 昭和 54 年４月 人事課 

  職員給与を担当していました。 

 平成 2年４月  課税課 

  固定資産税土地係を担当していました。 

 平成 11 年４月 広報広聴課 

  広報誌を担当していました。 

 平成 16 年３月 ２６年間奉職し退職いたしました。 

 平成 16 年４月 自治会役員 

 平成 26 年４月 新田自治区区長 
  

不動産管理 自己所有不動産の管理 

 平成 25 年７月 農業経営 水耕栽培 

 

先週の卓話 



 

 

◎規定委員会         中嶋 啓文委員長 

2016 年規定審議会が開催され標準定款が変更されました。それに伴いクラブの細則

も変更となりましたので変更事項を報告致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
新緑眩しいこの季節、生駒山も一段とボリュームが

増して見えてまいりました。 

今月の誕生日花は、初夏を感じる緑枝として、ヤシ

オツツジをベースに、季節の花バラ（モンローウォ

ーク）アジサイ、スモークツリーとアレンジ致しま

した。 

煙の様に映る枝はスモークツリー。日本名「煙の木」

花言葉も、煙の様に一瞬に開花も終わることから 

「はかない青春」、またアジサイも環境によって色が

変化することから、花言葉は「心変わり」「移ろ気」と

なっております。 

お誕生日おめでとうございます。 

6 月のお花 

 
２０１７～２０１８年度 

●第３回クラブ協議会のお知らせ● 
 

第３回クラブ協議会を下記の通り開催いたします。 

次年度の理事・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６月２７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。 


