
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
今 期 累 計 131,000円 

年 間 予 算 2,000,000円 

達 成 率 6.55 ％ 

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 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？ 

DAITO 
ROTARY 

OSAKA JAPAN 

CLUB WEEKLY BULLETIN 

平成 29 年 7 月 18 日   No.2386   H29.7.11(No.2385 の例会記録) 

 
ロータリー：変化をもたらす 

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 」 

◆ 出席報告（7月 11 日分） 

会員数 40名 出席数 33名 欠席者 2名 

特定免除 4名 その他免除 1名 

出席率 94.29％ 

 

前々回 6月 27日分 

ホームクラブの出席者 35名  86.11％ 

メークアップの結果 37名 

特定免除 1名  その他免除  0名 

欠席者 2名  修正出席率 94.87％ 

後面に記載 

２０１７年～２０１８年度 
国際ロータリーのテーマ 

国際ロータリー会長   イアン Ｈ.Ｓ. ライズリー 

第 2660 地区ガバナー方針 

「 個性を活かし、参加しよう 」 
 

片山 勉 

今週の予定   （7 月 18 日） 

次週の予定   （7 月 25 日） 

先週の例会報告 

ニコニコ箱 

 
 
・7/18 50 周年 第 5 回実行委員会 
・7/29 地区 第 1 回クラブ国際奉仕委員長会議 10：00～ 

 
・8/3-6  I.A.C 海外研修 香港・マカオ 
 
・9/2  地区 財団セミナー 
・9/2  地区 クラブ職業奉仕委員長・地区委員  

合同勉強会 10：00～ 
・9/17  大東市市民まつり 
 
 

お知らせ 

「 地域包括ケアシステムについて 」 

 岡井 康弘 会員 

「新年度の方針発表」 

 各委員長 



 

 

 
 

昨日、桐蔭高校のインターアクト例会に参加し、

多くのロータリアンに参加していただき、ありが

とうございました。 

卓話をさせて頂きましたが、ロータリアンの視

線が厳しかった事に戸惑いを感じました。 

九州地方で大量の雨が降って、被害が出ている

ようです。 

梅雨の時期に寒冷前線が停滞する事があるようで、同じ場所で大量の降雨があっ

たようです。 

この現象は大阪でも起こりうる自然現象です。9 日には、大東市に大雨洪水警報

が発表されました。幸い大事には至りませんでした。 

市内の一級河川以外の河川は、24 時間に８０mm を超えると氾濫する危険があるそ

うです。 

大東市では過去昭和 47 年、昭和 50 年に水害が起こり甚大な被害がありました。

昭和47年の水害では、24時間最大雨量145.5ｍｍ、一時間最大雨量25.5ｍｍでした。 

大東水害訴訟 

47 年 住民は、一級河川谷田川の治水に瑕疵があったのが被害の原因 

判決 59.1.26 第一小法廷 

「河川管理者たる国には損害を賠償する責任はない」と判決した。 

この判決はその後の水害訴訟で踏襲され、多摩川水害訴訟における１９９０年（平

成２年）１２月１３日の判決で付加意見が出されるまで、行政責任をより限定的に

解釈する「水害訴訟冬の時代」が続くことになります。 

この時期だけでなく、常に浸水に対する危機管理が必要ではないでしょうか。 

本日から４０回の会長の時間を義務付けられています。 

地区研修で会長の時間は、３分程度の話を行うとだけを記憶していましたので、

職業でもある農業について話をしようと考えて、資料を購入して８月までの会長の

時間を準備しました。 

クラブの会長は、各例会で５分間程度の「会長の時間」をもち、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いるようです。 

ロータリーでの「会長の時間」は、『クラブや会員の活動についての話題や情報を

中心に行います。会長は、「会長の時間」が会員のクラブ活動への参画      

意識と意欲が高まる機会になるように努める。』とされているようです。 

次回から、ロータリーに関わる情報を提供できるよう、準備いたします。 

橋本 正幸 会長 
会長の時間 



 

 

 

 

◎ニコニコ箱委員会                    西山 潤一 委員長 

・結婚記念日 自祝      安田 智洋 君 

・インターアクト例会 多数参加頂きありがとうございました 感謝 

 橋本 正幸 君 

・インターアクト例会 中野委員長 お疲れ様でした     佐藤 多加志君 

・中野副委員長 ご苦労様でした 橋本会長ありがとうございました  

中嶋 啓文 君 

・橋本会長良いスタートができました 感謝   大西 寛治 君 

・巻頭対談での貴重なお話を聞くことが出来、大川様、池田様、樋口様、上田様、 

岡本様有難うございました 藤本 和俊君 

・親睦活動委員会の打ち上げおつかれ様でした   大矢 克巳 君 

・インターアクト例会 中野（隆二）委員長おつかれ様でした 杉原 巨峰 君 

・中野隆二委員長、インターアクト例会大変お世話になりました 木村 克己 君 

・インターアクトクラブ例会 中野隆二委員長おつかれ様でした  

橋本会長ありがとうございました     中野 秀一 君 

・インターアクト例会 中野隆二委員長お疲れ様でした  

橋本会長、卓話お疲れ様でした     東村 正剛 君 

・親睦会 IN 田辺 皆さん大変お疲れ様でした 谷中君設営ありがとうございました 

 大東さん、田川さんありがとうございました  

インターアクト例会 中野隆二インターアクト委員長、おつかれ様でした  

橋本会長、佐藤幹事ありがとうございました   空門 満也 君 

・空門さん一年間お疲れ様でした 大東さん、田川さんごちそう様でした  

谷中さん幹事ありがとうございました    間  紀夫 君 

・親睦会打ち上げ、大東会員、田川会員ごちそう様です  

谷中会員お疲れ様でした 感謝      山田  伸 君 

・インターアクト例会 多数の御参加ありがとうございました 感謝 中野 隆二 君 

・親睦打ち上げおつかれ様でした 大東さん、田川さんありがとうございました  

山田さんお世話になりました 感謝    柿木  篤 君 

・大東さん、田川さんごちそうになりありがとうございました 西山 潤一 君 

委員会報告 



 

 

・親睦委員会打ち上げでは皆様お世話になりました  

大変楽しい時間をすごさせて頂きました 感謝    

メークアッフﾟ無し お詫び     森脇 克弥 君 

・空門委員長、大東さん、田川さん、親睦委員会の皆様一年間お世話になりました 

          森田 武雄 君 

・空門さん、おつかれ様でした 大東さん、田川さんありがとうございました 

          中崎  諭 君 

・懇親 大盛況 感謝           インターアクト懇親会グループ 

 

 

 

 

 

 

 

◎職業奉仕委員会       中野 秀一 委員長 

皆様に配布させて頂いた「会員企業紹介登録票」は、奉仕の理念に基づいて経営さ

せておられる皆様の企業活動をメンバーの皆さんに紹介させて頂くものです。 

職業分類制度の本来の意味である「信頼し合えるメンバー同士の企業間取引」を推

進するべく、本年度は職業奉仕委員会の一事業として取り組みをさせて頂きます。 

皆様の企業内において、掲げておられる社是・社訓・経営理念やスローガン・モッ

トーなどをご記入いただき、又、社屋・社員様・取扱品目の写真データなどを添付

いただき、業務内容の特色やアピールなどをご紹介いただきますようお願い致します。 

本日は紙資料の配布をさせて頂きましたが、後日事務局から電子メールにてワード

データで配信をさせて頂きます。集まった情報を会報委員会と連携して編集したう

えで、そのデータベースは皆様に冊子もしくはデータとして配布させて頂きますの

でご協力くださいますようお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

◎インターアクト委員会          中野 隆二委員長 

７月１０日１７時３０分より大阪桐蔭中学校高等学校に於きましてインターアクト

例会が行われました。 

例会では大東RC橋本会長の卓話をはじめインターアクターの代表の皆様より各事業

の報告とこれから行われます海外研修などの豊富をお聞かせ頂きました。 

橋本会長の卓話では、インターアクトクラブの部員が９名から２１名に増えられたこと

の喜びと我々の活動は奉仕活動を目的としたことの説明をされ皆様の自己成長に繋げて

将来はローターアクトクラブそしてロータリアンになって頂きたいと語られました。 

当日は大変お忙しい中２２名の大東RCメンバーにご参加いただき誠にありがとうご

ざいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       

 
「 新年度の方針発表   」 

 

 

●会 計         木村 克己 会員 

本年我々大東ロータリークラブは創立５０周年

を迎えます。この節目の年の会計としては、橋

本会長が云われる「半世紀“2067”への架け橋 

奉仕の継承と変革」となる様な会計制度の構築

を目指します。本年度より会費増額もありメ

ンバーからお預かりした大切な資金を無駄な

く使途を明確にした上で有意義に支出致します。皆様のご協力をよろしくお願い

致します。 

 

 

●Ｓ.Ａ.Ａ         間  紀夫 会員 

ロータリークラブの会員にとって例会への出

席は基本的な責務であり、例会は会員がお互い

に胸襟を開いて親交を深めるとともに奉仕に

ついて語り合う場でもあります。 

Ｓ.Ａ.Ａとして、このような奉仕活動の礎とな

る例会の場を監督するという重責に身が引き

締まる思いです。 

大東ロータリークラブは、本年度で５０年を迎えますが、私も、歴代のＳ.Ａ.Ａの方々

に倣い、例会がその目的を発揮できるよう円滑かつ効果的な進行を心掛け、和やか

な中にも気品と規律ある例会となるように精一杯務めさせていただきますとともに、

歴代のＳ.Ａ.Ａの方々が築き上げてこられた例会の雰囲気を継承しながらも、私なり

に、少しばかりの変化を付け加えることができればと思っておりますので、一年間

宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

先週の卓話 



 

 

●職業分類委員会/会員選考委員会 

     上田 正義 委員長 

職業分類、会員選考委員会共規則に従い、迅速に

審査し、クラブの最大目標であります適格な人材

の入会に協力させていただきます。 

会員諸兄のご協力よろしくお願いします。 

 

 

 

●規定委員会             松原 清一 委員長 

大東ロータリークラブに入会させていただいて１７年目になりますが、初めて規定

委員会の委員長をおおせつかりました。今までは規定についてあまり頓着していま

せんでしたが、これを機に勉強して会員が使いやすい漏れの無い規定を考えていき

たいと思っております。 

規定委員会の任務は、「国際ロータリー規定審議会に提出される規定案及び決議案

を討議して意見を理事会に提出し、また国際ロータリーで採択された定款・細則の

規定に規り、当クラブの細則の改定案を作成することを任務とする』と定められて

います。 

上記の内容を遂行するためにも、改定が必要な規定があれば、また、検討を要する

内容があれば、意見をいただきたく存じます。 

皆様のご指導、ご鞭撻をよろしくお願いたします。 

 

 

●ロータリー情報委員会 髙 島 登 委員長 

大東ロータリークラブ細則によりますと、ロータ

リー情報委員会は、会員候補にロータリークラブ

会員の特典と責務に関する情報を提供し、会員に

あらゆるレベルのロータリーの歴史、綱領、規模、

活動に関する情報を提供し、入会してから 1 年間、

新会員のオリエンテーションを監督するものと

する、となっています。地区においても毎年会員増強の重要さを述べられておられ

ます。ロータリー情報委員会としては新入会員がロータリーの特典と責務を理解し

退会すること無く、橋本会長のスローガンにもある“2067”への架け橋となる人材

が育つ様務めてまいりますので、皆様方の御協力宜しくお願い致します。 

 

 



 

 

●親睦活動委員会    大東  弘 委員長 

本年度、創立５０周年大きな節目を迎える大東

ロータリークラブ、親睦活動委員会委員長を仰

せつかりました大東です。さて本年度の橋本会

長は、大東ロータリークラブのテーマを「半世

紀“2067”への架け橋 奉仕の継承と変革」と

し、創立５０周年を祝う年であると同時に、次

の５０年へ向けての変革を掲げられました。本年度の親睦活動委員会は、身の丈に

合った楽しいロータリークラブを目標に、委員会メンバーと共に、新しい世代の親

睦活動委員会の有り方などを模索していきたいと考えています。 

尚、本年度創立５０周年の家族会、クリスマス会（創立５０周年祝賀晩餐会）等、

会員皆様のご理解とご協力をお願い致します。 

《今年度事業計画予定》 

1.例会設営 

2.秋季家族会  １０月３日～４日 

3.第５０回クリスマス会（創立５０周年祝賀晩餐会） １２月２日 

4.春季家族会 ４月３日 

 

 

●ロータリー財団委員会 藤本 和俊 委員長 

ロータリー財団とは、国際ロータリーの活動の

推進を資金的に支援する為の非営利財団で、そ

の使命はロータリアンが世界で健康状態を改善

し、教育への支援を高め、貧困を救済すること

を通じて、世界理解、親善、平和を達成できる

ようにすることです。ロータリアンはじめ、よ

り良い世界を築こうというビジョンを共有する財団支援者の自発的な寄付のみによ

って支えられて管理、運営している財団であります。 

その為の役割として、年次基金寄付、ポリオプラス基金、恒久基金寄付など、財団

への寄付推進を行います。そしてクラブの奉仕活動の為に財団補助金の活用を奨励

します。又、以前当クラブよりグローバル補助金奨学生宮尾さんが海外留学しまし

たが、皆様方のなかで 6 重点分野に貢献するキャリアを目指す大学院生や職業人に

心当たりありましたら推薦させて頂きます。以上会員皆様方のご理解、ご協力を宜

しくお願いします。 

 

 


