DAITO
ROTARY
OSAKA

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

JAPAN

CLUB WEEKLY BULLETIN

創立 1967 年 12 月 26 日
■会長 橋本 正幸
■幹事 佐藤 多加志
■会報委員長 森岡 信晶

◆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？

２０１７年～２０１８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

「 半世紀“2067”への架け橋
奉仕の継承と変革 」

ロータリー：変化をもたらす

国際ロータリー会長

No.2384

（7 月 4 日）

「新年度の方針発表」

片山

・7/4

（7 月 11 日）

「新年度の方針発表」
各委員長・会計・ＳＡＡ

H29.6.27(No.2383 の例会記録)

・7/10
・7/12
・7/15
・7/15
・7/18

集合写真 例会後～
周年用 座談会 集合写真後～
周年 第 7 回記念事業部門委員会 集合写真後~
親睦委員会打ち合わせ 集合写真後～
I.A.C 例会 17：30～
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～
I.A.C 海外研修 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 14：00～
50 周年 第 5 回実行委員会

先週の例会報告
◆ 出席報告（6 月 27 日分）
会員数

40 名

出席数

特定免除 1 名
出席率

35 名

その他免除

欠席者 4 名
0名

89.74％

ニコニコ箱

前々回 6 月 13 日分
ホームクラブの出席者 31 名
メークアップの結果

86.11％

35 名

特定免除 4 名

その他免除

欠席者

修正出席率 97.22％

1名

0名

勉

お知らせ

会長・幹事・奉仕委員長

次週の予定

「 個性を活かし、参加しよう 」

イアン Ｈ.Ｓ. ライズリー

平成 29 年 7 月 4 日
今週の予定

第 2660 地区ガバナー方針

後面に記載

大東

会長の時間

弘

会長

皆さん今日は。
昨年の 7 月 5 日、不安と緊張の中始まった例会か
ら、数えて 42 回目今日でこの会長の時間も最後とな
りました。
昨年 3 月 12 日に行われました、
「2016～2017 年度
会長エレクト研修セミナー（PETS）」で「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、テ
レビや新聞に出てくる政治や経済問題、或いは自分の趣味の話題は出来るだけ別の
機会に話すようにと指導を受けて来ておりました。そして、一年間これも勉強とロ
ータリーの話題探しに励んでまいりましたが、全ての会長の時間でロータリーの情
報を提供することはできませんでしたが、改めて例会の重要性を再認識した一年で
ありました。
ロータリーは親睦と奉仕の融合の場であり「例会に始まり、例会に終わる」と言
われております。誰が声をかけるでもなく、毎週火曜日のお昼には例会場にメンバ
ーが集い、楽しい会話をし、美味しい昼食を頂き、卓話にて見聞を広める貴重な時
間であります。
ノーベル生理学・医学賞を受賞された大村

智

氏の著書の中に「高い志を持つ

者には、人々との出会いを大事にすることで、思わぬ道が開けてくる」とあります。
私はこれからも、例会においての皆様との出会いを楽しみにしております。

一年間、42 回、本当につたない会長の時間でしたが、お付き合いをいただき、ご
清聴頂きましたことを、感謝いたしまして終わらせていただきます。
ありがとうございました。

委員会報告
◎ニコニコ箱委員会

山田

伸

委員長

・会長無事終了

感謝

大東

弘

君

・幹事無事終了

感謝

田川

和見

君

・理事役員無事終了

橋本

正幸

君

・理事役員無事終了

中嶋

啓文

君

感謝 杉原

巨峰

君

・理事役員無事終了

一年間ご協力ありがとうございました

・委員長無事終了

岡本 日出士君

・理事役員無事終了

大西

寛治

君

・理事役員無事終了

藤本

和俊

君

・委員長無事終了

上田

正義

君

髙島

登

君

・理事役員無事終了

小川

芳男

君

・委員長無事終了

中

恒夫

君

・委員長無事終了

小林

誉典

君

・理事役員無事終了

佐藤 多加志君

・理事役員無事終了

木村

克己

君

・理事役員無事終了

中野

秀一

君

・理事役員無事終了

東村

正剛

君

空門

満也

君

間

紀夫

君

・委員長無事終了

森岡

信晶

君

・委員長無事終了

中野

隆二

君

・委員長無事終了

柿木

篤

・大東会長、田川幹事一年間ご苦労様でした

藤本

和俊

君

橋本

正幸

君

福富

經昌

君

森脇

克弥

君

岡井

康弘

君

・委員長無事終了

・委員長無事終了

大東さん田川さん役員の皆様お疲れ様でした

・理事役員無事終了

一年間ご協力ありがとうございました
一年間ご協力ありがとうございました

・大東会長ご苦労様でした

次年度委員長よろしくお願い致します

・大東会長、この一年お世話になりました
・メークアップ無

感謝

お詫び

感謝

・中野隆二会員、先日はお世話になりました

君

感謝

先週の卓話

「

今年度の実績報告と反省

◆会

長

」

大東

弘

会員

昨年の 7 月 1 日より、大東ロータリークラブ
49 代目会長として、創立半世紀（50 周年）を迎
える、前年度としての重要性を常に感じながらク
ラブテーマを「温故知新」とさせていただきスタ
ートいたしました本年度設立時からの歴史・伝統
を振り返り、チャーターメンバーをはじめとする先輩諸兄の輝かしい功績に対し感
謝と敬意を忘れる事無く、会員一人一人がロータリアンとして奉仕の心を持ち、先
輩諸兄と後輩の皆さん方と一緒になって、例会を、行事を、親睦を楽しみ、会員は
もとより会員ご家族を含めた楽しいロータリーを目指した一年でありました。
先々週からの、各委員長さんによります本年度の実績報告と次年度への引継ぎを
聞かせていただき、各委員長さんが「I SERVE」の精神を持って、淡々と、そして
的確に各事業を遂行していただき、成果をあげていただきました。
大東ロータリークラブ会長として大変誇らしく思うと同時に、感謝の気持ちで一
杯であり、ありがとうございました、今はそれ以外の言葉が思いつきません。
本年度は、RI 規定審議会決定事項の対応から始まった年度でありました。
例会開催日の決定・入会金の扱い・細則の変更・年会費の件・等に約一年を費や
し、中嶋規定委員長のもと新しい細則が、皆様方にご承認いただき、実施する運び
となりました。
また、理事会では審議の経緯が解る、詳細な議事録を作成することになり、佐藤
副幹事には一年間ご苦労をかけましたが、貴重な資料として残す事ができました。
また、永年の懸案でありました、塩釜東 RC と台湾スワンシーRC とが塩釜にて
初めて顔を合わせて有意義な交流出来た事と、塩釜東 RC と大東 RC とが友好クラ
ブとして手を結び、東日本大震災復興支援事業から、新たな一歩を踏み出す事が出
来たと思います。
新入会員につきましては、純増２名を目標としておりましたが、入会金の取り扱
い等で、中崎君には 3 月まで入会を待っていただきご迷惑をおかけしました、また
2 名の入会候補者に例会見学して頂きましたが、現在入会まで至っておりません。
私の力不足で残念ながら目標を達成することが出来ませんでした。また、例会にお

いても（修正出席率を含む）100％例会が少なくなってしまいました、入会歴の浅い
会員に、例会の楽しさや意義について、十分伝えきれなかった事が残念であり、深
く反省しております。
50 周年につきましては、昨年の 8 月理事会において「50 周年準備委員会」の設
置を承認していただき、現在藤本 50 周年実行委員長のもと各部門委員会が設置され、
着々と準備が進んでおります。
私は、この一年間改めて大東ロータリークラブの素晴らしさと、委員長をはじめ
とする会員皆様方の素晴らしさを実感いたしました。
そして、私にとって特別な一年を経験する事が出来ました。
今は一年間会長職を務めさせていただけた、感謝の気持ちで一杯であります。
本当にありがとうございました。
この一年間無事終了できましたのは、いつも縁の下の力持ちとして支えていただ
いた事務局の村本さん、そして例会を取り仕切って頂いた、杉原 SAA のお陰であり
ます。
そして何よりも、何時も私のそばで「持前の明るさと」「きめ細かい気配り」でサ
ポートして頂いた田川幹事がいてくれたからであります。
田川幹事、本当にありがとうございました。
そして、最後にもう一度、全ての会員皆様に感謝申し上げ、50 周年を迎える新年
度、橋本会長・佐藤監事に、本年度以上のご支援ご協力をお願いいたしまして、今
年度の実績報告と次年度への引継ぎといたします。
一年間ありがとうございました。

◆シンギング委員会

森岡

信晶

委員長

例会の始まりはシンギングからです。
この時間を和やかな雰囲気で始められるよう
なシンギングを目指し、大東ロータリークラブ
の例会を盛りたて、ロータリーソングへの理解
を深め、会員の皆様との一体感をより高めるた
められるように心がけ、健やかな時間を提供できるよう努めてまいりましたが、自
身は毎回出席することが出来ず、ご迷惑をお掛けしました。タクトを振るという貴
重な経験がする出来ました。一年間ありがとうございました。

◆インターアクト委員会
中野

隆二

委員長

本年度、初めてインターアクトクラブ委員長
を担当し地区出向をさせて頂きました。
まず７月１１日大阪桐蔭中学校高等学校にお
きまして大阪桐蔭 IAC 例会が執り行われ

大

東会長の卓話では、ロータリークラブが創立された創始の精神や奉仕の理想などに
ついて説明され、インターアクトクラブの部員は 将来リーダーとして卒業後はロー
ターアクトクラブ、そしてロータリアンとなれる人材として成長してほしいと語ら
れ、インターアクターの皆様が熟知して戴けたことと考えます。
そして海外研修は、８月２日～５日まで 3 泊 4 日の行程でフィリピンセブ島へ
行って参りました。現地では３８６０地区インターアクトクラブの皆様に受けいれ
を頂き、様々な異国間交流事業を通じ、両国を尊重出来、国境を越えた友情が芽生
えた事と、参加したインターアクターの皆様には国際感覚溢れる日本の将来を支え
て頂ける人材と成ってくれるものと思います。
次は１１月１３日にインターアクトクラブ年次大会が大阪桐蔭中学校高等学校本
館に於いて開催されました。 まず初めに大東会長より歓迎のお言葉を頂戴し８月に
行いました海外研修の報告と各８学校の今年度活動報告をさせて頂きました。その
後は、日本熊森協会様のお力添えをいただき、「多様な生物との共存」～未来に豊か
な水源の森を～

をテーマに講演会を開催しインターアクターの皆様でグループワ

ーク後に発表会を行いました。そして結びに各８学校のインターアクター代表から
のご挨拶にて、「日々インターアクトクラブへ参加し大変貴重な経験をさせて頂き
感謝致しております」と、各ロータリークラブの皆様へ御礼の言葉を頂戴しました。
そして６月４日には生駒山麓公園野外活動センターにおきまして新入生歓迎会
がおこなわれ、 新加盟された開明中学高等学校含め９学校の皆様とハイキング、バ
ーベキュー、オリエンテーリングの催しを通して、新部員間の親睦を深めることが
出来ました。
大東 RC の大東会長はじめメンバーの皆様には日頃よりインターアクトの活動
にご理解とご支援いただけましたことを心より感謝を申し上げます。本年度は第
２６６０地区の委員として出向させて頂き大変貴重な経験をさせていただきまこと
に御礼を申し上げます。一年間誠に有難うございました。

《 今年度事業報告》
大阪桐蔭 IAC 例会

７月１１日
８月

２日～５日

１１月１３日
６月

４日

海外研修

フィリピンセブ島（３８６０地区）

年次大会（大阪桐蔭中学校高等学校）
新入生歓迎会（生駒山麓公園野外活動センター）

◆会計

佐藤

多加志

会員

本年度、現環境、取巻き環境に則したクラブ
の会計に対する変革提言を唱えました。
経緯の検証と課題点として

1）年度予算の充実さ
2）会計報告のあり方
3）会員均等支出項目の検証
4）定款・細則・規定等における会計責務と会計に関わる既定の順守性の把握
と順守啓発
5）決算報告書式の見直し（前年対比書式など）
結果として
1) 年度予算の充実に関しては、これまで本会計より拠出して来たクラブ代表と
して参加の事業などに於ける「飲食・懇親」等の会費は「受益者負担」をお
願いし現環境に則した「収支」を鑑み本会計予算の「見直し」を行いました。
2)「会計報告」のあり方に関しては満足に結果を出す事が出来ませんでした。
*月次の理事会で前月末の委員会別・勘定科目別 収支報告が出来ればと考えて
いたのですが、事務局の負担も大きく実現が困難でした。
3) 会員均等支出項目の検証に於いては、詳細分析が出来たと思います。メンバ
ーの皆様にも詳細をご説明させて頂く機会も与えて頂き、ご認識頂け 不本
意ながら次年度からの会費値上げにご賛同頂けたものと信じております。
4) 定款・細則・規定等における会計責務と会計に関わる既定の順守性の把握と
順守啓発に於いては、改めて知る事が多くあり「学ぶ」事が出来ました。
会計上に纏わる「期限」の順守を幾度となく理事会で報告させて頂き規定に沿

った行動がとれたと思います。
5) 決算報告書式の見直しに於いては、これまでの書式を「一新」させて頂きま
した。
まだ、改善の余地は多くあるかと思いますが「前年対比」等閲覧において安易に
なったと思います。
拙い会計であり、まだまだ、財務・会計としては「課題」を残した中での年度末
となりましたが、会長・理事会・メンバー各位にはご理解賜り、ご支援頂きました
事に感謝申し上げ報告とさせて頂きます。

◆S.A.A
会場監督であり

杉原

巨峰

会員

また、円滑に効果的な例会

の進行を担う S.A.A ではありますが、振り返り
ますと、思いの外

時間の組み立ての難しさを

痛感した一年でありました。
日章旗、ロータリー旗の位置違い、卓話担当
メンバーへの時間へのズレ込み、配膳のタイミング、S.A.A でありながら

携帯電

話の音の消し忘れなど、自分自身に掲げました５０周年にむけての「品位と規律あ
る例会づくり」とは程遠い内容の S.A.A ではございましたが、会員皆様のご協力の
おかげで一年を終えようとしております。
本年度は、3 クラブ合同例会のホストクラブとして総合司会を務めさせて頂き、
貴重な経験もさせて頂きました。
また、親睦活動委員会の設営、出席、シンギング、ニコニコ、委員会と進行に携
わって下さった委員長方、誠にありがとうございました。
最後に

間副 S.A.A にも多大なるご協力を頂きましたことに

会員皆様方には、一年間ご協力誠にありがとうございました。

感謝致します。

◆幹事

田川

和見

幹事

本年度 大東会長のテーマ『温故知新』設立時
からの歴史・伝統を振り返り 先輩諸君の輝かし
い功績に対し感謝と決意を忘れる事無く、創立
50 周年に繋げますよう各委員長さんと事業計画
を立てて頂きました。
定例理事会において、不慣れな司会の私でも建設的なご意見を頂きながら全ての
事業が予定通り充実した内容で遂行されました。
それぞれの事業には各委員長さんの早い段階からのご苦労があり、本当に有難う
御座いました。
インターアクトクラブ海外研修先のフィリピンのゼブ島では、中野隆二委員長の
もと 6 名の参加・お手伝いを頂き有難う御座いました。
例会運営では、空門親睦委員長・大東副委員長を中心に親睦委員会の皆様にご苦
労を頂き秋の家族会・クリスマス会・春の家族会では大勢の奥様方にご参加いただ
き美味しい料理と楽しい企画で有意義な家族会になり、本当に有難う御座いました。
そして、塩釜東ロータリークラブ、スワンシーロータリークラブ藤澤ロータリー
クラブそして大東ロータリークラブの多数メンバーが塩釜に集まっていただき、大
東・塩釜東との友好クラブ調印式が行われました。本当に有難う御座いました。
最後に幹事として至らぬ点多々あったと思います。
理事・役員・各委員長さんを始め、会員皆様方にご協力を頂き、そして杉原 SAA
の規律正しく、時間通りに例会を進めて頂き有難う御座いました。
事務局の村本さんには、ほぼ毎日電話かメールを頂き細やかな気遣いを本当に有
難う御座いました。何とか責務の一端を果たす事が出来ました。
また大東会長 一年間声の大きいだけの幹事で足を引っ張ってばかりでしたが、
本当に有難う御座いました。
そして、会員の皆様 一年間本当に有難う御座いました。

２０１７～２０１８年度
●第３回クラブ協議会開催●
６月２７日（火）例会後～、第３回クラブ協議会が開催されました。
次回は９月２６（火）例会後を予定しております。

大東ＲＣ創立５０周年 第 5 回実行委員会 開催のご案内

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

第 2660 地区の月信が電子化されたことにともない、会員全員へのメール配信となっております。
メールアドレスを登録の方へはすでに配信済みですが、まだアドレスを登録されてない方はお早め
にご連絡を事務局までよろしくお願い致します。また、一部受付に置かせて頂きます。

