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◆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？

大東ロータリー会長テーマ

「 温故知新 」

２０１６年～２０１７年度
国際ロータリーのテーマ

人類に奉仕するロータリー

国際ロータリー会長

「

No.2383

H29.6.20

」

会長・幹事

次週の予定

（7 月 4 日）

新年度の方針発表

」

会長・幹事・奉仕委員長

先週の例会報告

(No.2382 の例会記録)

お知らせ
・6/27

2017-18 年度

第 3 回クラブ協議会

特定免除
出席率

40 名

出席数 33 名

3名

欠席者 4 名

その他免除 0 名

89.19％

ニコニコ箱

前々回 6 月 6 日分
ホームクラブの出席者 31 名
メークアップの結果
特定免除 5 名
欠席者 1 名

86.11％

34 名

その他免除
修正出席率

後面に記載
0名
97.14％

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～
・7/10
I.A.C 例会 17：30～
・7/12
2017-18 会長・幹事会 16：00～
地区 公共イメージ向上セミナー 14：00～
・7/15
・7/15
I.A.C 海外研修 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 14：00～
・7/18
50 周年 第 5 回実行委員会

◆ 出席報告（6 月 20 日分）
会員数

進也

（6 月 27 日）

今年度の実績報告と反省

「

松本

ジョン・ジャーム

平成 29 年 6 月 27 日
今週の卓話

第 2660 地区ガバナー方針
「 The Ideal of service 」

会長の時間

大東

弘

会長

皆さん今日は。
先週から、国際ロータリーでは、年度末の行事
である

2017 年ロータリー国際大会が、米国ジ

ョージア州アトランタで 6 月 11 日～14 日まで
行われておりました。
また、大東ロータリーでも各委員長さんの、本
年度の実績と反省の卓話が始まり何かしら年
度末モードが漂っています。
しかし私には、まだ大きな役目が残っております。昨年の 4 月 10～15 日米国イリノ
イ州シカゴにて国際ロータリー規定審議会が開催され 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、細則を見直していただき試案として 11 月
理事会に、そして 11 月 15 日例会時の卓話にて私案として説明していただき、皆様
方からのご意見をいただきました。
そして、そのご意見を元に 12 月理事会より理事会にて協議を重ねていただき 3 月理
事会において、入会金については現行のまま継続する事、また 4 月理事会において、
年会費の増額について可決され皆様に報告させて頂きました。
そして今日は、先々週 6 月 6 日例会時に中嶋規定委員長が一年間に渡りご苦労いた
だきました、細則改定案を提示していただきました。中嶋規定委員長ありがとうご
ざいました。
細則の変更については過去、理事会承認を経て会員へ改正の告知のみであったよう
ですが、本年度理事会では規定通り行います。
そして、後程皆様に採決をお願いいたしますので宜しくお願いいたしまして、会長
の時間とします。

委員会報告
◎ニコニコ箱委員会
・入会記念日

山田

自祝

伸

委員長

岡井

康弘

君

大東

弘

君

橋本

正幸

君

・お寺の会、講長になりました

中嶋

啓文

君

・池田さん大変お世話になりありがとうございました

藤本

和俊

君

・佐藤ゴルフ同好会キャプテン 1 年間お世話様でした

小川

芳男

君

・いつもすみません

大矢

克巳

君

杉原

巨峰

君

・福富会員お世話になりありがとうございました
例会出席ありがとうございます
・周年委員会

感謝

開催ありがとうございます

・中野秀一会員

感謝

お世話になりありがとうございました

感謝

・時間が足りません！！

佐藤 多加志君

・佐藤会員

木村

克己

君

中野

秀一

君

東村

正剛

君

間

紀夫

君

山田

伸

君

中野

隆二

君

柿木

篤

君

ごちそう様でした

・ニコニコラストスパート！
・藤本さん

山田委員長ファイトｯ！

お世話になりました

・佐藤ゴルフキャプテン 1 年間
・本日も

感謝
お疲れ様でした

ニコニコへご協力ありがとうございます

ゴルフ同好会佐藤キャプテンお疲れ様でした
中野秀一会員エールありがとうございます

感謝

・大東会長、田川幹事ありがとうございました
・引き継ぎ完了
・1 年間

GOLF

同好会

有難うございました

感謝

ゴルフ同好会

訳：宮中の古い軒端の忍ぶ草を見るにつけても、偲んでも偲びつくせないものは、昔の
よき（天皇親政の）時代であるよ。
順徳院
順徳天皇

（じゅんとくいん）
1197～1242 在位 1210～1221

第 84 代天皇。後鳥羽天皇の第 3 皇子。承久

の乱で敗れて佐渡に配流され、その地で崩御。

先週の卓話

「

今年度の実績報告と反省

」

◆会員増強委員会

髙島

登

委員長

本年度会員増強委員会へは皆様方の多大なる
御協力を頂きました事を御礼申し上げます。
大東会長基本方針純増 2 名を達成する事はで
きませんでしたが、会員数が減ること無く“純
増”1 名となりました。退会者が出なかった事
は大変良かったと思います。
又、本年度クラブ戦略計画委員長として委員
会を開催致しましたが、何の戦略計画も立案する事ができませんでした。もっとロ
ータリークラブを理解しなければいけないと反省しています。これからも皆様方の
ご指導宜しくお願いします。

◆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。
本年度はＲＩの定款の改正があり、いくつか
の改革が実施されました。
例会頻度の緩和、事業の義務化、入会審査の
緩和、入会金の廃止等、様々な案件で改革が
勧められました。
ＲＩの定款・細則の改正により、本クラブの
細則の改正を行いました。
本年度大東弘会長のもと、現状の取巻き環境と今後の方向性を勘案し、本クラブの
細則を検証し直し「改訂案」を提出させていただきました。
昨年の１１月に「改訂案」を皆さんに報告をさせていただき、そのご意見を参考に
新たに「改訂案」を作成させていただきました。
理事会に提出してから６ヶ月の審議を経て、この６月の理事会で決定をしていただ
きました。本日の例会に於いて会員の総意をいただき、規定委員会の役割を終了さ
せていただきます。有難うございました。
本年度は副会長として、また会長ノミニーとして１年間を過ごさせていただきまし
たが、大東弘会長のおかげを持ちまして副会長としての役割がなく気楽に過ごすこ
とができました。有難うございました。
会員の皆様のご協力をいただき有難うございました

◆出席委員会、プログラム委員会
中

恒夫

委員長

出席委員会といたしましては、今年度の会
員数は 39 名からスタートし、現在会員数 40
名であります。
年間例会数が 42 回で、残すところ数回あり
ますが、現在の 100％例会は、11 回でした。
今後の課題となるのは、会員増強と、早退、遅刻、欠席のメ－キャップであると思
います。
又、プログラム委員会では、ほぼ全会員に卓話をお願いし、こころよく檀上に立っ
ていただき御協力ありがとうございました。
又、前期最終の卓話にあたり、「前期を省みて」を抜けてしまいました。担当会員に
おかれましては、卓話変更でご迷惑おかけいたしました事をお詫び申しあげまして 1 年
間の報告とさせていただきます。
1 年間ご協力ありがとうございました。

◆親睦活動委員会

空門

満也 委員長

本年度親睦活動委員会の主な事業内容の実
績と致しまして 例会設営、秋の家族会、第
４９回クリスマス家族会、春の家族会のサ
ポートとさせていただきました。
例会設営において これまでの方式を世襲し
た例会の設営を進めてまいりました。ただ、
会場が変わったときに席次の配置ミスがあったり、国旗とロータリー旗が逆になってい
たりなどのミスがあり、会場が変わるときは特に注意が必要であると感じました。
秋の家族会は大東会長の「温故知新」をふまえ１０月４・５日に、道後・しまなみ
海道の旅を企画させていただきました。道後温泉、しまなみ海道ともに非常に歴史
があり、特に道後温泉は日本最古の温泉の一つとして非常に風情のある場所として
チョイスさせていただきました。残念なことに台風に迫られるという中での家族会
となり、道後温泉と並ぶもう一つの目的地の大山祇神社への参拝はなりませんでし
たが、台風に見舞われる中無事に帰阪できとことにほっとしている次第でございま
す。下見に何度もお付き合いいただきました大東会長、田川幹事・大矢会員には心
より感謝申し上げます。
第４９回クリスマス家族会は、歴代首相をはじめとする各国 VIP をおもてなしして

きた大阪市の元迎賓館、ザ・ガーデンオリエンタル大阪にて１２月１３日に開催さ
せていただきました。歴史ある VIP な会場で、ストーリーにこだわったイタリアン
のコースを頂き、元宝塚歌劇団歌姫の歌花由美さんの歌を聴きながら優雅な時間を
過ごしていただこうと設営させていただきました。
また２次会では、夜の庭園の中で、ガラス張りのチャペルの幻想的な空間で、大東市を
中心に活動されているバンド「無我夢中」を招待し、楽しい時間を過ごしていただこう
と企画致しました。クリスマス会、２次会と参加いただきました会員の皆様、また奥様
よりお褒めの言葉もいただき、良い時間を過ごせたものと安堵しております。
この会場を教えていただきました樋口先輩、また歌花由美さんをご紹介いただきま
した池田先輩には心より感謝申し上げます。
春の家族会は、京都裁判所見学、京都御所散策、錦市場、そして京料理の老舗「は
り清」での伝統料理と舞妓さんと、間職業奉仕委員長のアシスタントとしてご協力
させて頂きました。反省といたしまして春の家族会をはじめ委員長としての責務に
ついて課題を残す部分も多数御座いました。しかしながら皆様のご協力を頂きなが
らなんとか終えようとしています。 一年間支えていただきました会員皆様、大東会
長、田川幹事、親睦活動委員会のメンバーに心より感謝申し上げます。誠に有難う
ございました。

◆会報、雑誌

委員会
小林

誉典

委員長

週報に関しましては、会員皆さんのご協力
によりまして、年間を通じて原稿の遅滞す
ることもなく順調に発行することができ
ました。ありがとうございました。また、
表紙には、去年に引き続き大東市のシンボ
ルマークのダイトン君を使用し、より親しみの湧くものになったのではないかと思
っております。更に、原稿印刷で紙面に余裕ができた時に、その余白を埋める意味
で、今回は百人一首の和歌を入れさせて頂きました。皆様にとりまして一服の清涼
剤になっていれば幸いです。
さて、雑誌ですが、前年度は当クラブ関連の掲載が 2 件もありましたが、今年度は
流石に投稿は難しかったようです。週報には、数年前は有名な俳句を掲載しました。
今期は和歌に親しんで頂き、これが、
『ロータリーの友』の俳壇、歌壇、柳壇への投稿
のきっかけとなり、来期には当会員の作品が雑誌に掲載されることを夢みております。

◆広報委員会

柿木

篤

委員長

本年度、広報委員会はロータリークラブの活
動を認識、理解いただくためにフェイスブッ
クをはじめ、ホームページを活用して情報発
信に努めさせていただきました。
ただ、私の見解不足によりホームページの環
境を十分に活用することができなかったこ
とを大いに反省しております。
また、私が参加できなかった行事につきましては、たくさんの会員の皆様にご協力
いただきましたこと、こころより御礼申し上げます。一年間、ありがとうございま
した。

◆ロータリー財団委員会
上田

正義

委員長

本年度は、ロータリー財団創立 100 周年に当
り、ＲＩ・地区などでは色々な記念行事等を
開催されました。改めてロータリー財団につ
いての勉強する１年となりました。
財団委員長と致しましては、会員諸兄に例会
卓話を通じてロータリー財団の成り立ち・活動報告をさせていただきました。拙い
卓話で全てを解説出来なかった事にお詫び申し上げます。会員諸兄のご理解・ご協
力の元に年次基金・ポリオプラス基金が予定通り遂行出来ました事に感謝申し上げ
ます。ロータリー財団はロータリー活動の根幹をなすものであります。これからも
ご支援をよろしくお願いいたします。
１年間大変お世話になりまして誠にありがとうございました。

◆職業分類

会員選考委員会

岡本

日出士

委員長

この両委員会は私も含め全メンバーが会員候補者を推薦していただく事により審
議させていただく委員会であり、本年度は現在迄一名の新入会員の紹介があり目出
度くご入会に至りました。あと少し日時がりますので会員皆様からの要請があれば
と願っていますし、来年はこの両委員会が忙しくなる事を期待しています。

◆社会奉仕委員会

木村

克己

委員長

本年度の社会奉仕委員会活動報告をさせてい
ただきます。
永年続けています「大東市子ども発達支援セ
ンター」への支援、本年度は夏まつり、運動
会、クリスマス会、卒園式に会長、幹事をは
じめメンバーの皆様とともに参加しました。
特に 10/8 の運動会では国際奉仕委員会の WCS 事業として「遊具スインギー」の贈呈
式が行われ、東坂大東市長より感謝状を頂きました。卒園式では卒園児の親御さん
からの感動的なスピーチがあり、同じ親の立場としてこのセンターへの支援を継続
する意義を感じました。市民まつりでは薬物乱用防止協会のブースの一部をお借り
して、大東ロータリークラブの活動を PR させていただきました。同時に啓発活動用
のパンフレット 3,000 部、グッズ 3,000 セットを大東市に寄贈致しました。このご
縁もあり 11/8 の夜間例会では大内先生に薬物乱用防止活動の現状についてご講演い
ただきました。交通安全キャンペーン、秋は台風の影響で中止となりましたが、春
は例年通り開催され当クラブからは１１名の参加を頂きました、只、他の団体は年々
参加者数が減っているように感じられましたので開催方法を見直すべきではと感じ
ました。募金活動については赤い羽根募金、歳末助け合い募金共に募金箱設置にて
行い皆様より多額のご寄付をして頂きました。4/21-23、塩釜の地に於いて、友好親
善ゴルフコンペ並びに塩釜東 RC との「友好クラブ調印式」を執り行いました。当日
は雙溪扶輪社のメンバーも大勢遠路はるばる駆けつけて頂き、塩釜市長への表敬訪問や
一緒に「なのはな丸」で野々島へ行ったりして、思い出に残る旅行となりました。
皆様のご協力のもと本年の事業を滞りなく終わらせる事ができました。本当にあり
がとうございました。

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。

