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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？

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 」

国際ロータリー会長

「 個性を活かし、参加しよう 」

片山

イアン Ｈ.Ｓ. ライズリー

平成 29 年 7 月 11 日
今週の予定

第 2660 地区ガバナー方針

ロータリー：変化をもたらす

No.2385

（7 月 11 日）

勉

H29.7.4(No.2384 の例会記録)

お知らせ

「新年度の方針発表」
各委員長・会計・ＳＡＡ

次週の予定

（7 月 18 日）

「新年度の方針発表」
各委員長

・7/15
・7/15
・7/18

2017-18 会長・幹事会 16：00～
大東市立子ども発達支援センター
夏まつり 6：00～
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

・8/3-6

I.A.C 海外研修

・7/12
・7/14

香港・マカオ

先週の例会報告
◆ 出席報告（7 月 4 日分）
会員数

40 名

特定免除 1 名
出席率

出席数

38 名

その他免除

欠席者 0 名
1名

100.00％

ニコニコ箱

前々回 6 月 20 日分
ホームクラブの出席者 33 名
メークアップの結果

89.19％

36 名

特定免除 3 名

その他免除

欠席者

修正出席率 97.30％

1名

0名

後面に記載

会長の時間

橋本

正幸

会長

2017‐18 の会長という大役を仰せつかりまし
た、橋本正幸でございます。
新年度を迎え、ここに立たせて頂いた今、緊張
感と身の引き締まる思いと、そして危惧の念で一
杯でありますます。
会員の皆様には、一年間ご協力の程を宜しくお
願い申し上げます。
大東前会長並びに田川前幹事、理事・各委員長の皆様におかれましては、一年間お
疲れ様でございました。今年度に向けて、周年実行委員会の設置開催や塩釜東ロータリ
ークラブとの友好締結など今年度に向けてのご準備頂き、誠にありがとうございました。
2017 年 12 月 26 日に創立 50 年を迎える、2017‐18 年大東ロータリークラブ活動
が始まりました。
創立当時は、先の大戦を終え、日本国内が急激な発展を続け東京オリンピックを
機に、日本の存在感を世界に与えた時代背景の中、大東ロータリークラブが発足い
たしました。その後、石油危機、バブル、バブル崩壊、リーマンショックと世界の
景気、経済に左右され激動の時代と共に歴史を刻んで参りました。
先輩諸兄は、創立以来激動の時代を、一年一年奉仕活動を熱い思いで、積み重ね
てこられました。
現在世界では、「国際紛争」や「地球温暖化」等、国内に於いても「経済活力低下」
や「少子化」、「超高齢化」等、新たな激動の時代を迎える事となります。クラブで
は、時代ニーズに合った奉仕活動を次の５０年へと積み重ねていく一年となります。
今年度は、創立 49 年 6 カ月から 50 年 6 カ月の一年間、会員皆様方にご協力を頂
き、周年を祝い、事業を進め、クラブ運営を行って参りたいと思っています。何卒、
趣旨を御理解いただき、御協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
以上を持ちまして、ご協力のお願いを申し上げ、会長の時間とさせていただきま
す。ありがとうございました。

大川会員の音頭で乾杯ののち、ゴング引渡しその後記念品と花束贈呈
2016～2017 大東会長・田川幹事 お疲れ様でした

佐藤

理事会報告

多加志

第 4 回（７月）定例理事会
＜決議事項＞
1.一般会計、ニコニコ会計予算案の件

・・・・・

承認

2.年間計画（プログラム）の件

・・・・・

承認

3.インターアクト海外研修の件

・・・・・

承認

4.市民まつり協賛の件

・・・・・

承認

5.青少年健全育成市民大会協賛、

・・・・・

承認

・・・・・

承認

・・・・・

承認

および少年野球大会・弁論大会の日程の件
6.松原清一会員入院の為、出席免除の件

７月のお花
本年度、最初のお誕生日花ということで、本日は明るくエ
ネルギッシュにヒマワリを中心にアレンジ致しました。
特にヒマワリに関しては、サンリッチパイン・サンリッ
チオレンジと名前の通り『太陽の恵み』と呼ばれており、
花言葉は暑い夏に太陽に向かって咲くことから「あな
ただけを見つめる」となってます。
当クラブでも、50 歳となり大きな節目を迎えます。
是非、花言葉の様に「橋本会長、又 藤本実行委員長
を見つめて」
。
お誕生日を迎えられますメンバー方々共に、善き一年
になりますことを願います。
お誕生日おめでとうございます。

幹事

4

5

H29.7.25

H29.8.1

2388 小川会員増強委員長

2387 岡井康弘会員

2386 各委員長

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

H29.9.26

H29.10.3

H29.10.10

H29.10.17

H29.10.24

H29.10.31

H29.11.7

H29.11.14

H29.11.21

H29.11.28

H29.12.2

2404 Xmas 例会

2403 森田武雄会員

2402 山田伸会員

2401 東村社会奉仕委員長

2400 藤本ロータリー財団委員長

2399 大矢克巳会員

2398 間紀夫会員

2397 片山勉ガバナ－

2396 空門米山奨学委員長

2395 大東親睦委員長

2394 宮田明ガバナー補佐

2393 中野隆二インターアクト委員長

2392 木村克己会員

H29.12.26

H29.12.19

23

2406 大川進一郎会員

休会 （定款に基づく）

2405 会長・幹事、五大奉仕

10

H29.9.19

22

9

H29.9.12

2391 森岡信晶会員

H29.12.12

8

H29.9.5

2390 小林誉典会員

休会 （定款に基づく）

7

H29.8.29

2389 中クラブ奉仕委員長

H29.12.5

6

H29.8.22

休会 （定款に基づく）

3

H29.7.18

2385 各委員長（会計・S.A.A）

H29.8.15

2

H29.7.11

2384 会長・幹事・五大奉仕委員長

卓話担当会員名

休会 （定款に基づく）

1

H29.7.4

回

H29.8.8

No.

年月日

第4 回

第1回・第2回 5/9
第3回6/27

クラブ協議会

特別例会 懇親会 大東ロータリークラブ創立50周年に因んで

前期を省みて

大東RC 創立50 周年 記念式典・懇親会

夜間例会

ロータリー財団月間に因んで

ガバナー公式訪問

秋季家族会

大東インターアクト創立記念に因んで

ロータリーの友月間に因んで

クラブ奉仕部門の運営について

新年度の方針発表

新年度の方針発表

新年度の方針発表

テーマ並びに行事計画

大東ロータリークラブ年間プログラム（2017～2018）

社会奉仕

クラブ奉仕

クラブ
フォーラム

第9 回

第8 回

第7 回

第6 回

第5 回

第4 回

理事会

地区大会11/10-11

大東ロータリークラブ創立記念日 12/26

年次総会 台北雙溪ＲＣ姉妹クラブ締結記念日 12/13

例会場変更・日時変更 疾病予防と治療月間

世界インターアクト週間

「 社会奉仕情報集会」 例会時間･例会場所変更

ロータリ ー財団月間

経済と 地域社会の発展月間/米山月間

例会場変更・時間変更 秋のライラ10/7-9 ホスト：豊中RC

地区財団セミナー 9/2

基本的教育と識字率向上月間/ロータリーの友月間

インターアクト創立記念日 8/31

「 クラブ奉仕・ロータリー情報情報集会」

会員増強・拡大月間

地区公共イメージ向上セミナー 7/15

前会長・幹事に記念品並びに花束贈呈

備考

27

H30.2.6

30

H30.3.13

2417 谷中宗貴会員

36

H30.5.15

38

39

40

41

H30.6.5

H30.6.12

H30.6.19

H30.6.26

2424 会長、幹事

2423 各委員長（会計・S.A.A)

2422 各奉仕委員長

2421 柿木篤会員

2420 松原清一会員

休会 （定款に基づく）

2419 杉原青少年奉仕委員長

2418 樋口秀和会員

第6 回
（ 新旧合同）

第5 回

クラブ協議会

青少年奉仕

国際奉仕・親睦

職業奉仕

クラブ
フォーラム

*卓話緊急要員：田川和見・安田智洋

今年度の実績報告と次年度への引継ぎ

今年度の実績報告と反省

今年度の実績報告と反省

青少年奉仕月間のための月間に因んで

３クラブ合同例会

春季家族会

経歴発表

世界理解に因んで

職業奉仕月間に因んで

会長年頭挨拶、年男卓話

テーマ並びに行事計画

*原則として、誕生祝は第１、結婚記念祝は第２、入会記念祝は第３例会に行う。

37

H30.5.29

H30.5.22

35

H30.5.8

休会 （定款に基づく）

34

H30.4.17

2416 宮田明ガバナー補佐

H30.5.1

33

H30.4.10

2415 中野秀一職業奉仕委員長

休会 （定款に基づく）

32

H30.4.3

2414 新会員

休会 （定款に基づく）

2413 西山潤一会員

2412 西條義昭会員

休会 （定款に基づく）

2411 上田正義会員

休会 （定款に基づく）

2410 中嶋国際奉仕委員長

2409 森脇克弥会員

H30.4.24

31

H30.3.27

H30.3.20

29

H30.3.6

H30.2.27

H30.2.20

28

26

H30.1.30

H30.2.13

25

H30.1.23

2408 中野秀一職業奉仕委員長

24

H30.1.16

2407

休会 （定款に基づく）

年男卓話
（池田・木田・岡井）

H30.1.9

卓話担当会員名

休会 （祝日）

No.

H30.1.2

年月日

第1 5回

第1 4回

第1 3回

第1 2回

第1 1回

第1 0回

理事会

春のライラ ホスト：八尾

ホスト：大阪南RC

年国際大会 6/23-27 於 トロント（カナダ）

ロータリー親睦活動月間

新旧合同理事会

「青少年奉仕情報集会」

新旧合同理事会 ・ 新年度第1回クラブ協議会（新旧合同）

青少年奉仕月間

地区協議会 4/7

場所 大東市民会館 ホスト：四条畷RC

母子の健康月間 例会場所・時間変更

IMロータリーデー 3/10 ホスト：交野RC

ＰＥＴＳ（会長エレクト研修セミナー） 3/3
世界ローターアクト週間

水と 衛生月間 /

ロータリー創立記念日 ・ 世界理解と平和の日 2/23

平和と 紛争予防/ 紛争解決月間

「 国際奉仕・ 親睦活動情報集会」 / 補助管理セミナー 2/3

「職業奉仕情報集会」

職業奉仕月間

備考

委員会報告
◎ニコニコ箱委員会
・誕生日

自祝

・誕生日

自祝

・誕生日

自祝

・誕生日

自祝

西山

潤一

委員長

髙島
1 年間幹事頑張ります

佐藤

登

君

多加志君

柿木

篤

君

西山

潤一

君

橋本

正幸

君

中嶋

啓文

君

大東

弘

君

田川

和見

君

・創立５０周年に向けて会長皆様のご協力を宜しくお願いします

藤本

和俊

君

・橋本会長おめでとうございます

大矢

克巳

君

・青少年奉仕

一年間宜しくお願い致します

杉原

巨峰

君

１年間よろしくお願い致します

木村

克己

君

中野

秀一

君

東村

正剛

君

山田

伸

君

中野

隆二

君

・中野秀一会員、先日はありがとうございました

森田

武雄

君

・中野隆二会員先日はお世話になりました

中崎

諭

君

・会員の皆様

田川副会長ごちそうになりありがとうございました

一年間宜しくお願い申しあげます

・新年度始まりました

感謝

感謝

橋本会長の元、50 周年を成功させましょう

ニコニコもよろしくお願い致します
・橋本会長一年間よろしくお願いします
西山ニコニコ委員長一年間がんばって下さい
・今年度副会長の田川です

・橋本会長

よろしくお願いします

西山がんばれ！

・本年度も一年間よろしくお願い致します
・新年度はじまりました
中野隆二くん

今年も宜しくお願い致します

ありがとうございました

・西山ニコニコ委員長

ファイト！！

感謝

・秀一さん、東村さん、岡井さんありがとうございました
・西山会員ニコニコがんばれ！

感謝

皆様本年も一年間宜しく御願い致します

◎青少年奉仕委員会

杉原

巨峰 委員長

青少年交換プログラムは、1920 年代にヨーロッパでロータリアンの子供同士を交換
し、互いにホームステイさせあい、我が子のように育ててみようという試みが起源
となってます。
こうしたプログラムの成り立ちから、青少年交換プログラムのみ、ロータリアンの
子弟参加が認められています。関係者の子弟、または来日学生達がお世話になった
高等学校からの推薦などにより応募できます。
交換期間
2018 年 8 月に出発し、期間は約 1 年間。
採用及び派遣先は地区青少年交換委員会において決定します。
交換内容・意義
各々の派遣先のご家庭でホームステイをし、現地の高等学校に通学します。
現地の言葉を学び、人々と交流し、その文化や習慣、歴史を学ぶと共に、日本の
文化や伝統、国情を伝え、青少年大使としての国際理解と親善に努めます。
詳しくは青少年奉仕委員会委員長もしくは事務局まで、よろしくお願い致します

◎社会奉仕委員会

東村

正剛 委員長

大東市立子ども発達支援センターより「夏まつり」の案内が届いております。
7 月 14 日金曜日となっておりますので、希望される方はご参加の程よろしくお願い
致します。
日時

平成２９年７月１４日（金）
午後６：００～７：３０

場所

大東市立子ども発達支援センター
保育室及び園庭（雨天屋内）
なお台風等で警報が出た場合７月１９（水）に延期

◎米山奨学委員会

空門

満也 委員長

毎年お願い申し上げています米山奨学寄付の方ですが今年も宜しくお願い致します。
普通寄付 5,000 円特別寄付 15,000 円になっております。重ねてお願い申し上げます。

◎ゴルフ同好会

空門

満也

キャプテン

本年度ゴルフ同好会キャプテンを仰せつかりました空門です。例年通り年会費を頂
き運営してまいりたいと思います。
年間 5 回を考えております。御参加の程宜しくお願い致します。」

先週の卓話
「

新年度の方針発表

●会長

」

橋本

正幸

会長

『半世紀“2067”への架け橋
奉仕の継承と変革』
伝統ある大東ロータリークラブの第５０代会長
という大役を仰せつかりました。大変名誉ある事
はもとより、私自身の人生におきましても貴重な
経験であり、半世紀に亘る「奉仕の精神」に対す
る継承の担いに、重責を痛感いたしております。
クラブ発足５０年の節目に、これまでの先輩諸兄の奉仕活動やクラブ運営の足
跡を熟慮の上、クラブの伝統として確証の基、次の時代に対応できるよう変革を行
い、伝統とともに新たな奉仕活動の元年として、次の半世紀への架け橋にしたいと
思っています。
50 周年を迎えるクラブとして～流れを知り変革の年と定めたい～
イアン Ｈ．Ｓ．ライズリーＲＩ会長は、『ロータリーRotary：変化をもたらす
making a difference』とされ、ロータリーは、「世界と地域社会に変化を生み出した
いという願いを基に、奉仕を通じて変化をもたらす組織です。どのような方法で奉
仕することを選んだとしても、奉仕を通じて人々の人生に変化をもたらせると信じ
ているから」と述べられました。
片山勉 2660 地区ガバナーは、ＲＩ会長のテーマを受けて、スローガンを「個
性を活かし、参加しよう」とされました。これは、ロータリーの基本理念と奉仕活
動の充実・実践を表され、「多様性・柔軟性・自主性・継続性」の必要性を理解し、
ロータリーの理念のもと、奉仕活動の充実・中期計画の立案と実行・公共イメージ
向上を推進することによって「魅力ある・元気のある・個性のあるクラブ」を実現
し、充実感・感動・誇りを得、「楽しく、人の役に立つロータリーライフ」を送るよ
う示されました。
ＲＩ会長、2660 地区ガバナーは、人々に変化をもたらす奉仕活動について、柔軟
性や自主性を持って実践する事を提唱されていると考えます。
創立５０年を迎える当クラブと致しまして、今一度立ち止まり、奉仕活動の足跡
を振り返り一息をついて、先輩諸兄が行われた偉業について誇りを持って祝いたい
と思います。そして、次の５０年に向けて魅力溢れ個性のある奉仕活動・クラブ運
営を行うために変革をする必要があると考えます。
想定外の事変が世界を駆け巡る事態には、世界のロータリアンが挙って奉仕活動
を行う必要があります。日本国内に起こる自然災害や身近な地域における近々の問

題には、独自の発想や地域性を活かした大東ロータリークラブが独自に行う「個の
奉仕」があると考えます。いずれの奉仕も人々の人生に変化をもたらせるという願
いに、変わりはありません。
「奉仕活動」については、現在と、この先に向けて想定される「時代背景」に照
らし検証し、「継続」「改善」「新規」の探求を行い、自由で柔軟な奉仕活動を粛々と
実施出来る様に進めて参りたいと考えております。
クラブ戦略計画委員会を継承し、『中長期計画』を未来に向けた方向性と奉仕活動
に対する思考プロセスを見出していただけたらと思っています。未来に向けて、全
てのメンバーが自由で柔軟性のある活動をする事により「魅力あるクラブ」が構築
されるものと確信しております。また、中長期計画が「次世代のメンバーへの架け
橋」となるように望んでいます。
メンバーと共に歩み続けたい
ロータリアンの基本理念である「理想の奉仕」に思いを馳せながら、多くの人々
に変化をもたらせるため、５０年先の社会環境を見据え、未来の奉仕活動を検討し
たうえで、変革をもたらした活動ができればと思っています。全ての会員が、大東
ロータリークラブに所属していることを誇りに思い、経済人としての資質向上と、
会員相互の親睦を通じて個々の成長と、そして人々に変化をもたらす奉仕活動を行
い、身の丈に合った楽しいロータリークラブを目指して参ります。私もクラブメン
バーの一人として、不撓不屈の精神を持って取り組む所存であります。
しかし、私だけでは到底成し遂げられるものではありません。皆様方の意見に耳
を傾け、友情を築き、皆さんとともに奉仕活動に取り組みたいと考えております。
会員皆様方のご理解と絶大なるご協力を伏してお願い申し上げます。
５０周年年度の目標
１）大東ロータリークラブ創立５０周年を全てのロータリアンと共に祝い、更な
る友情を築きたい。
２）先輩諸兄の功績を熟慮した上で、
「伝統」として受継いで参りたい。
３）『奉仕』の手法もあり方も「変革」の時を迎えていると考えます。時代背景に
照らし合わせ、「継続」「改善」「新規」を探求し、自由で柔軟性のある活動を
実施出来る様に進めて参りたい。
４）クラブが地域性を生かした独自に行う「個の奉仕」に取り組みたい。
５）クラブ戦略計画委員会において、中長期計画が「次世代のメンバーへの架け
橋」となるように検討していただきたい。
６）５０周年の節目の事業として相応しい事業を、メンバー全員が一丸となって
取り組みたい。
以上を「基本方針」とさせて頂きます。

お願いです。
50 周年式典、祝賀会については、来賓をお招きして執り行われる記念事業です。
会員の皆様方には、今年１月より大変ご苦労をお掛け致しております。
私と致しましては、来る 12 月 26 日、正に満 50 歳を迎えるその日に、例会を行
いたいと考えております。年末で大変ご多用とは存じますが、メンバーとメンバー
の家族の皆様とで、おおいに祝い、更なる友情を深めたいと考えております。是非
とも、ご参加いただきますよう、お願い申し上げます。

●幹

事

佐藤

多加志

会員

橋本会長の下、「半世紀“2067”への架け橋
変革

奉仕の継承と変革」を念頭にクラブ内外の

情報を入手・発信し円滑なクラブ運営の重責を担
い、魅力ある楽しく価値ある「大東ロータリーク
ラブ」の歯車の軸と成れる様に関係各位とメンバ
ーの皆様のご理解ご協力をお願いし、50 周年の節目と更なる年への飛躍の糧と成れ
る様に邁進して参りますので、何卒、宜しくお願い申上げます。

●クラブ奉仕委員会

中

恒夫

委員長

今年度は創立５０周年と言う記念する年に、
大役をおおせつかり責任の重さを痛感しており
ます。
当委員会は、会長方針に書かれております
「奉仕改革、継続、改善、新規」探求をしつつ、
職業分類、会員選考、会員増強の役割が発揮で
きますように、努力してまいります。
又、地区では会員の増強、会員の維持、公共イメ－ジと認知度の向上をテ－マに
あげられ、会員増強は純増２名以上、会員の維持では新入会員に対し柔軟性を持た
せながら、中堅及びベテラン会員が研修を行う様、指導されております。
又、公共イメ－ジでは、社会の変化への対応、ロ－タリ－を理解する、イメ－ジ
の向上、とされ、一般社会での知名度の向上を図るとされています。当クラブもま
ずは、会員増強と、会員の維持を行い理想の奉仕活動に努力してまいります。会員
の皆様の御協力をお願い申しあげます。

●職業奉仕委員会

中野

秀一

委員長

クラブ発足５０周年の節目の年に、ロータ
リー奉仕活動の第二部門である職業奉仕委員
長という大役を担わせて頂く事になり、身に
余る光栄であると共にその重責を痛感してお
ります。
本年度は橋本会長の掲げる「奉仕の継承と
変革」を活動の基本とし、会員企業各々の事業及び専門職務の道徳的水準が更に高
められ、品位ある業務はすべて尊重されるべきであるという認識を深めると共に、
それぞれが携わる職業において奉仕の理念に基づいて企業活動が更に実践される一
助となるような啓発活動に取り組んで参りたいと考えます。
又、ロータリークラブが設立された当初の目的でもある、一人一業種制に基づく
職業分類制度の意味を今一度鑑みて、会員間の事業を活用した物質的相互扶助によ
って事業が更に発展し親睦が深まると共にクラブでの社会貢献活動が活発化し、会
員にとって「クラブに所属する意義」が更に高まるような活動が出来るよう取り組
んで参りたいと考えております。
皆様には職業奉仕の事業に対し、積極的なご理解とご協力を宜しくお願い致します。
事業計画
・春の家族会（2018 年 4 月 3 日）
・経営者によるキャリア教育学習出前授業の実施（大東市市民生活部産業労働課
との連携にて実施）
・クラブ会員企業の事業所紹介とマッチング推進に関する事業（会報委員会との連携）
●社会奉仕委員会

東村

正剛

委員長

記念すべき創立 50 年の節目の年、「半世紀
“2067”への架け橋

奉仕の継承と変革」を

テーマに掲げる橋本会長のもと、社会奉仕委員
会では、ここ数年で継続事業の内容を見直しす
べきところは見直して頂きました、本年度は継
続事業の内容を精査しながら、各種団体との関
わり方を橋本会長方針でもありますように先輩諸兄の功績を熟慮した上で、「伝統」
として受け継ぎ、事業を行ってまいります。
昨年度も実施しましたが、地区補助金を利用した国際奉仕事業を検討していき、
社会奉仕委員会として積極的に企画・事業化に参加していきたいと考えております。
具体的には下記の事業を計画しておりますので、ご協力・ご参加頂けます様お願
いします。

＜事業計画＞
共同募金に参加
大東市立療育センターへの慰問品贈呈
歳末助け合い募金に参加
交通安全運動に協賛
大東市民まつりの実行委員としての参加
薬物乱用防止活動
その他

●国際奉仕委員会

中嶋

啓文

委員長

国際奉仕とは、『奉仕の理想で結ばれた事
業と、専門職務に携わる人の世界的親交によ
って国際間の理解と親善と平和を推進するこ
とにある。』と定義されています。海外のロー
タリアンとの活動を通じて平和と相互理解を
推進しなければなりません。世界中のロータ
リアンとの親睦を深めて行きたいものです。
我々はすでに米山奨学生や、姉妹クラブである雙溪ロータリークラブとの交流を
通じて国際親善の楽しさを実感しているはずです。
本年度は、クラブ発足５０周年を迎えます。橋本会長が掲げられた本年度の基本
方針『半世紀“２０６７”への架け橋

奉仕の継承と変革』を活動方針として、国

際奉仕委員会は国際交流を通じてクラブとしてグローバルな人道的支援を実践して
いきたいと思います。
また、橋本会長の「記念事業は地元のために」を踏まえ、本年度のＷＣＳ事業を
前年度に引き続き『大東の子どもたちに笑顔を

Ⅱ』として、園児の体力づくりに

大変苦慮されている市立南郷保育園に遊びながら体力づくりのできる遊具を寄贈す
るプロジェクトを企画しました。
ロータリー財団・米山奨学委員会と共に邁進して参ります。
会員皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

●青少年奉仕委員会

杉原

巨峰

委員長

青少年奉仕の土台となる考え方に「若い
人々が抱える様々なニーズを認識し、人間
的・職業的成長を支援する責務がある」とさ
れています。
昨今、青少年を取り巻く環境が多様化する
中で、青少年の心と身体の健全育成に寄与す
る事業をして参りたいと考えています。
特に５０周年の本年度は、先輩諸兄が培ってこられた継続事業の青少年野球大会へ
５０周年記念としての冠を組み込んだ事業内容にして参りたいと思っています。
自職であるフローリストとしての部分を生かして、青少年に自然に親しみ花ごこ
ろを伝えられる様な事業を検討して参りたいとも思っております。
最後に、本年度は初めての理事ということもあり、皆様のご指導とご鞭撻の程宜
しくお願い致します。
事業計画
・大東ロータリー旗争奪
・大東市小中学生弁論大会

青少年野球大会

９月初旬

１１月中旬

・フラワーアレンジメントにまつわる奉仕事業（検討中）

＜2017-2018 年度

集合写真＞

