
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話   （6 月 20 日） 

次週の予定   （6 月 27 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 20 日   No.2382   H29.6.13 (No.2381 の例会記録) 

◆ 出席報告（6月 13 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 30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 34名 

特定免除 5名  その他免除  0名 

欠席者 1名  修正出席率 97.14％ 

 
 
・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 」 

 各委員長 

「 今年度の実績報告と反省 」 

  会長・幹事 



 

 

 

皆さん今日は。 

今日の卓話から、各委員長さんの今年度の実績

報告と反省になってまいりました。残りわずかと

なってまいりましたが、気を抜かずに会長の時間

を務めさせていただきますので宜しくお願いい

たします。 

今日はロータリーの最初についてお話しさせ

ていただきます。ロータリーの創始者はポール・ハリスです。1905 年シカゴで最初

のロータリー・クラブが組織され、初代会長はポール・ハリスであると思いますが、

実は ポール・ハリスでは無く創立会員の一人であるシルベスター・シールだった

そうです。  

 ポール・ハリスは 1905 年にシカゴ・ロータリー・クラブ創立から 1910 年までに

16 のロータリー・クラブから成る最初の組織「全米ロータリー・クラブ連合会」と

称する団体を発足しました、その初代会長に選出されたのがポール・ハリスでした。 

また、この名称は、クラブがカナダや英国、アイルランド、スコットランドにも結

成されたことを受けて、「ロータリー・クラブ国際連合会」に変更され 1922 年に「国

際ロータリー」となり、国際的な組織に発展した国際ロータリーの初代会長となっ

たのです。 

◆ 最初の定例昼食例会が 1909 年、カリフォルニア州オークランドで始まりました。 

◆ 最初のロータリー大会が 1910 年シカゴで開催されました。   

◆ 米国外の最初のロータリー・クラブが 1910 年、カナダのマニトバ州ウイニベク

に結成され、加盟認証されました。 

◆ 北米以外の最初のロータリー・クラブは 1911 年、アイルランドのダブリンに結

成され、加盟認証されました。 

◆ 非英語圏の国の最初のロータリー・クラブは1916 年、キューバのハバナでした。 

◆ 南米における最初のロータリー・クラブは 1918 年、ウルグアイのモンテビデオ

に結成され、加盟認証されました。 

◆ アジアにおける最初のロータリー・クラブは 1919 年、フィリピンのマニラに結

成され、加盟認証されました。 

◆ アフリカにおける最初のロータリー・クラブは 1921 年、南アフリカのヨハネス

ブルグに結成され、加盟認証されました。 

◆ オーストラリアの最初のロータリー・クラブは1921年、メルボルンに結成され、

加盟認証されました。 

◆ 日本の最初のロータリー・クラブは 1920 年（大正 9 年）、東京ロータリークラブ

大東  弘 会長 
会長の時間 



 

 

が世界で 855 番目のクラブとして創立しました。 

そして、我々の大東ロータリークラブは、昨年の 8月 30 日 例会時にも紹介させ

ていただきましたが、クラブ番号 14526 で・そして日本で 836 番目のクラブとして

創立いたしました。 

経緯としては、 

1967 年（昭和 41 年）12 月 26 日 スポンサークラブ 大阪東ロータリークラブ 

協力クラブとして 守口・東大阪 両ロータリークラブの元 国際ロータリー第 365

地区 所属の仮クラブとして（創立会員 24 名）で発足しました。 

 そして、翌 1968 年 1 月 24 日 国際ロータリーより正式加盟の承認を受け、第 365

地区所属ロータリークラブとなりました。 

 1968 年 5 月 18 日 太閤園に於いてチャーターナイトを開催しています。 

そして本年、12 月大東ロータリークラブは創立 50 周年を迎えることになります。 

皆さんと共に 50 周年を、盛大にお祝いしましょう。 

以上で会長の時間とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

・結婚記念日 自祝      空門 満也 君 

・例会出席ありがとうございます 感謝    大東  弘 君 

・藤本会員、中嶋会員、木村会員 周年式典打ち合わせ 

ありがとうございました 感謝     橋本 正幸 君 

・クラブからの御見舞いに感謝 快調です 感謝   上田 陽造 君 

・広島方面 社員旅行行って来ました    藤本 和俊 君 

・日々感謝！！       佐藤 多加志君 

・藤本実行委員長 ごちそう様でした 感謝   木村 克己 君 

・橋本エレクトありがとうございました    中野 秀一 君 

・橋本会長エレクト、髙島さんお世話になりました 感謝  東村 正剛 君 

・本日もニコニコへのご協力ありがとうございます 感謝  山田  伸 君 

・田川幹事、中野秀一さんお世話になりありがとうございました 感謝 中野 隆二 君 

・反省        柿木  篤 君 

委員会報告 



 

 

 

 

 

 

「 今年度の実績報告と反省 」 

 

 

 

◆クラブ奉仕委員会 大西 寛治 委員長 

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。 

委員長でありながら委員長らしき事は、何もし

ておりません。理事会出席はしました。何故な

ら、担当各委員長は自分のやるべき事柄を十二

分に把握し実行して頂いているから、あえて指示する事はありませんでした。 

ただ数年振りに理事会に出席し自分だけの思いですが、皆が昔以上に真面目に、ケ

ンケンガクガク議論されていました。しかし、古い会員から見れば、委員会の事は

委員会で責任を持って委員長へ委員会活動を任せたらと思いました。理事が重箱の

隅ツツキのような議論をするべきでないと感じました。昔の様な大らかなロータリ

ーであり、理事会であることをお願いします。何かロータリーらしさが薄れてきた

感じがしました。そう感じるのが自分だけであればと思います。 

 

 

◆職業奉仕委員会 間  紀夫 委員長 

職業奉仕はロータリークラブの根幹と言わ

れております。外部での研修等を通じて職業

奉仕について考える機会をいただき、私なり

の職業奉仕というものを皆さんにお伝えで

きればと思っておりましたが、卓話、情報集

会を通じて、十分にお伝えすることができな

かったことは今後の反省としたいと思います。 

職業奉仕委員会としては昨年度に引き続き谷川中学校において出前授業を予定して

おりましたが、インフルエンザにより取止めとなってしまいました。快く講師を引

先週の卓話 



 

 

き受けていただきました会員の皆様には大変感謝致しておりますとともに、事前の

準備を含め、ご迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し上げます。 

また、春の家族会におきましては、予想以上にたくさんの方々に参加いただきまし

たこと、改めて御礼申し上げます。参加いただきました会員の方々の笑顔に安堵し

たことを昨日のことのように思い出します。 

委員長としての経験不足でご迷惑をお掛けした点も多々あったかとは思いますが、

大変貴重な経験をさせていただいた一年でありました。本当にありがとうございま

した。 

 

 

◆国際奉仕委員会 東村 正剛 委員長 

 本年度の国際奉仕事業としては、姉妹クラブ

でもあります雙渓ＲＣからの協力を得て、

「大東の子どもたちに笑顔を！」プロジェク

トを WCS 事業として地区補助金を活用し、運

動発達に遅れのある子どもや、発達のつまず

き、言葉の遅れなどを持つ、０歳から就学ま

での子どもたちの為の通所施設である「大東市こども発達支援センター」に遊具を

寄贈しました。 

そして、10 月 8 日（土）に行われた運動会にて、大東市長の同席のもと贈呈式を執

り行わせていただきました。大東市からは感謝状を頂き、大東会長はじめ多くのメ

ンバーが見守る中執り行うことができました。その後、卒園式に参加させて頂いた

時に、子どもたちがとても喜んで遊んでいるとお聞きし、所期の目的を達成出来た

と感じています。 

2 月 7 日例会での卓話では、第 2660 地区の国際奉仕委員長木田昌宏様に卓話を依頼

し、国際ロータリーの重点的テーマ、グローバル補助金の６重点分野について地区

委員の泉 光典氏に説明をして頂きました。また、木田委員長には大阪中之島ロー

タリークラブが実施された VTT 事業の実際の事業をされた事例、重点分野「疾病予

防と治療」、「内視鏡手術 耳鼻咽喉科・頭顎部（とうけいぶ）外科）の発展と教育」

というプロジェクトを紹介して頂きました。今回の卓話については、なかなか高度

な事業でしたので、理解に苦しむ部分がありました。 

情報集会においては、国際奉仕のこれまでの資料を基に、国際奉仕事業のこれまで

の流れを参加して頂いたメンバーと共有し、国際奉仕の活動に対し理解を深める事



 

 

が出来ました。 

この一年間、国際奉仕の活動に対しまして、メンバーの皆様そしてそれに関係する

皆様の深いご理解を賜り、心より感謝申し上げます。誠にありがとうございました。 

 

 

◆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対外事業は年度前期にて全て終了致しました。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、会員減少によるクラブ財政の悪化も懸念材料としてござい

ますが、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にも力を入れる必要があるのではないかと思いに至り、５月の情報集

会では会員の皆様と今後の青少年奉仕の在り方について有意義な意見交換が出来た

ように思います。 

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。 

 



 

 

◆ロータリー情報委員会 藤本 和俊 委員長 

今年度方針による RI、地区及びロータリー活動

における基本的な情報を集め卓話時間に提供す

る予定でしたが、創立 50 周年記念事業の一環と

して、三好長慶の銅像を制作するにあたり、そ

の人物像に焦点を合わせ皆様方に少しでも知識

とご理解を頂けるように伝えさせて頂きました。 

又、新入会員の中崎会員には、ロータリー情報研究会発行の新会員オリエンテーシ

ョン用の書籍を用いて、基本的な情報を提供しました。今後ともクラブ内により溶

け込んでいただき、楽しいロータリー活動を邁進されるように期待致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大東ＲＣ創立５０周年 第 5 回実行委員会 を開催させて頂きます。各部門の委員長・

副委員長の方はご参加よろしくお願い致します。 

 

日  時 平成２９年 7月 18 日（火）例会終了後  
   

場  所 市民会館 例会会場 

 

大東ＲＣ創立５０周年 第 5回実行委員会 開催のご案内 



 

 

 

 

 

 

 

 

訳：大海原に漕ぎ出して見渡すと、雲かと見まがうばかりの沖の白波だ。 
 

藤原忠通 （ふじわらのただみち） 1097～1164 平安後期の公卿・歌人。摂政関白藤

原忠実の長男。慈円の父。藤原氏の氏長者として摂政・関白・太政大臣となる。一度は

氏長者の地位を弟頼長に奪われたが、保元の乱で頼長を倒して回復した。書にも優れ、

法性寺流を開いた。 

２０１７～２０１８年度の集合写真を７月４日（火） 

例会終了後に撮影いたします。 

７月４日は上着・ネクタイ着用で起こし下さい。 

 
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。 


