
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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OSAKA JAPAN 

CLUB WEEKLY BULLETIN 

平成 29 年 7 月 25 日   No.2387   H29.7.18(No.2386 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 18 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 7月 4日分 

ホームクラブの出席者 38名  100.00％ 

メークアップの結果 38名 

特定免除 1名  その他免除  1名 

欠席者 0名  修正出席率 100.00％ 

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 25 日） 

次週の予定   （8 月 1 日） 

先週の例会報告 

ニコニコ箱 

 
 
・7/25 周年 第 8 回記念事業部門委員会 例会後～ 
・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 
・8/22  周年 第 6 回実行委員会 
・8/29  クラブ奉仕・ロータリー情報  

情報集会 18：00～ 
 
・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 

「 会員増強・拡大月間に因んで 」 

 小川 芳男 会員増強委員長 



 

 

 
 

7 月 12 日ＩＭ３組会長幹事会に行って参りま

した。 

 周年委員会では、案内状を発送する前に来賓の

方々に参加のお願いをするため、藤本周年委員長

とＩＭ３組の「会長幹事会」に、周年式典への参

加のお願いに行って参りました。藤本周年委員長

ありがとうございました。 

 今後は、親クラブの大阪東ロータリークラブ、

子クラブの大東中央ロータリークラブと四條畷ロータリークラブにお願いに行く予

定です。その後案内状の発送を行い、人数の確定を行ったうえで、概略予算を行い

たいと考えています。 

 会長幹事会での主な議題については、「ＩＭ３組のロータリーデーについて」、

「フレッシュマン研修」についての二題について、話し合いが行われました。 

 2018、3、10（土）に行われる「ＩＭ３組のロータリーデー」について、担当の交

野市ＲＣから内容についての提案がありました。今年度の取り組みは、『2016 規程審

議会決定に対してどのように取り組まれますか』ということで、その内容について

各ＲＣが５分程度発表することとなりました。 

 今後の予定については、８月発表者と発表形式、１０月発表内容、１２月発表形

式に沿ってのリハーサル、２月会場でリハーサルとなっています。８月末までにく

ずはＲＣに発表者と発表形式を報告するとされました。 

地区で行われていた、３～５年未満の新入会員研修「フレッシュマン研修」をガ

バナーの意向により各組で取り組まれるよう依頼がありました。 
 

 7 月 14 日発達支援センター夏祭りに参加しました。 

 社会奉仕事業の一環として、東村委員長の基、メンバーと共に大東市発達支援セ

ンターの夏祭りに行ってまいりました。 

 参加いただきましたメンバーの皆様、ありがとうございました。 

 支援センターには、障害のある就学前の幼児が、約４０人が通っていました。夏

祭りには卒業生や保護者が参加され、多くの関係者が協力しゲームや踊りをされて

賑わっていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋本 正幸 会長 
会長の時間 



 

 

 7 月 15 日インターアクト海外研修説明会に行って参りました。 

 インターアクト海外研修を８月３日から６日まで香港マカオで行われます。７月

１５日四天王寺高校で研修会の説明会が行われました。桐蔭高校からは、７人のイ

ンターアクターが参加されます。 

 説明会には提唱クラブからロータリアンも参加されましたが、当クラブからの参

加者が一番多く参加していただきました。ありがとうございました。 

 説明会では、現地のインターアクターとの交流の場で、日本文化を伝えるための

「河内音頭」の踊りが行われますので、練習が行われました。また、交流の場では

英語での会話をするように指導されました。 

研修には、中野隆二地区インターアクト副委員長と６人のメンバーが同行します。

同行するメンバーの打ち合わせでは、中野副委員長に全面協力を行う事、インター

アクターの緊急事態の対応班となる事、などを確認しました。 
 

 これで会長の時間を終わります。 

 

 

 

 

 ロスターのプログラム年間プログラム予定表では、8月 22 日情報集会の予定でした

が、諸事情により８月 29 日に日程変更をしたいと思いますので、よろしくお願い致

します。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

佐藤 多加志 幹事 幹事報告 

 
テーブルに置いておりますお茶は、本日グリル大東さんより 

会員皆さんにお中元として頂きました 

 
２０１７～２０１８年度 

 

クラブ奉仕・ロータリー情報委員会 情報集会のお知らせ 
 

情報集会を下記の通り開催いたします。 

ご出席の程お願い申し上げます。 

日  時 ２０１７年 8月２９日（火） １８：００～ 

場  所 まんま家  

会  費   ５,０００円  

 



 

 

 

 

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

・入会記念日 自祝      大東  弘 君 

・入会記念日 自祝      中  恒夫 君 

・入会記念日 自祝      佐藤 多加志君 

・入会記念日 自祝      木村 克己 君 

・入会記念日 自祝      中野 秀一 君 

・入会記念日 自祝      中嶋 啓文 君 

・入会記念日 自祝      間  紀夫 君 

・入会記念日 自祝      中野 隆二 君 

・発達支援センター夏まつり、インターアクト海外研修説明会  

多数の参加ありがとうございました 感謝   橋本 正幸 君 

・社会奉仕委員会 東村委員長「夏まつり」参加  

インターアクト中野委員長「オリエンテーション」参加  

共にご苦労様でした      佐藤 多加志君 

・東村委員長、中野（隆）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 

・本日、第 5回周年実行委員会開催しますのでご出席宜しくお願いします  

藤本 和俊 君 

・大東子ども発達支援センター夏まつり欠席お詫び！        木村 克己 君 

・大東子ども発達支援センター夏まつり出席の皆様より  

社会奉仕委員会有志より ニコニコ 皆様 ありがとうございました 感謝 

東村 正剛 君 

・インターアクト海外研修説明会 中野隆二委員長おつかれ様でした  

橋本会長、佐藤幹事、中嶋会長エレクトありがとうございました 空門 満也 君 

・インターアクト海外研修オリエンテーションへの御参加 

誠にありがとうございました 感謝    中野 隆二 君 

・橋本会長ありがとうございました     柿木  篤 君 

・ニコニコ箱ご協力ありがとうございます 感謝   西山 潤一 君 

・田川副会長大変お世話になりました     森田 武雄 君 

・ＩＡＣオリエンテーションお疲れ様でした 橋本会長ありがとうございました  

中野隆二さんお世話になりました     中崎  諭 君 

 

 

委員会報告 



 

 

◎青少年奉仕委員会       杉原 巨峰 委員長 

「秋の RYLA セミナー」が開催されます。18～30 歳までのご子息、ご息女、社員様、

またご推薦の青少年にご参加のご案内と共にご推薦をよろしくお願い致します。 

日時：10 月 7 日（土）・8（日）・9日（月・祝） 

場所：ホテル阪急エキスポパーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年 7月１８日（火）例会終了後、大東ＲＣ創立５０周年 第 5回実行

委員会が開催されました。 

次回は 8月２２日（火）の開催予定です。 
 

 

 

大東ＲＣ創立５０周年 第 5回実行委員会 開催 



 

 

 

       

「 新年度の方針発表   」 

 

●会員増強委員会    小川 芳男 委員長 
５０周年の今年は、この伝統ある大東ロータリー

クラブにふさわしい会員数を実現すべく橋本会長

とともに会員一同が力を合わせて頑張って行かな

ければならないと考えています。 
クラブ存続の根幹をなす委員会と考えています。

そして、会員増強は一人の力で出来る事ではあり

ません。本年度会員増強委員長としては、メンバー全員の御協力を頂ける様活動し

て行きたいと思いますので、一年間御協力の程宜しくお願い致します。 
 
 

●会報委員会/雑誌委員会 森岡 信晶 委員長 
大東ロータリークラブ 50 周年の大きな節目の年

度に当たり、会報委員会・雑誌委員会といたしま

して、未来への懸け橋の第一歩として、様々な記

念事業、また数多くの活動を通して、新たなペー

ジを綴っていく皆様の一年間のあゆみを余すと

ころなく週報に掲載行く予定です。 
また、我々大東ロータリークラブ 50 周年の活動を、記事として「ロータリーの友」

に掲載していただきます様、依頼・手配し、他クラブへのＰＲにもつなげて行きた

いと考えております。 
会員の皆様には、様々ご協力をお願いするかと思いますが、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

 

●広報委員会      山田 伸 委員長 

広報活動の目的はロータリーへの理解、各委員会の

プログラムへの協力・支援を助長することである。 

ロータリーの良いイメージをつくり、地元の活動

をより多くの方々に知ってもらうようにするこ

との責務。 

広報の対象は、対外的な広報、地域の人々への広

報。他クラブのロータリアンへの広報、クラブ内のロータリアンへの広報。 

これらの実行方法として、クラブ独自の広報イベント、地域の祭典への参加、パン

フレット、冊子の配布、クラブホームページやブログなどのインターネットの活用。 

ロータリーが何をしているのかを、クラブのロータリアン一人ひとりが自ら地域社

先週の卓話 



 

 

会に正しく伝えるようにする。 

ロータリーは毎年主要な奉仕活動をしています。成功した奉仕プロジェクトなどを、

一般の人々への認識、理解の普及を徹底できればと思います。 

各会員の皆様にはご理解いただき、いろんな方面でのご協力を賜りますようお願い

申し上げます。 
 
 

●シンギング委員会    柿木 篤 委員長 

ロータリーの例会はシンギングではじまります。

本年度、大東ロータリークラブは５０周年を迎え

ます。大東ロータリークラブの伝統を汚さぬよう、

出席いただいた皆様と和やかな雰囲気で始めら

れるように努めてまいります。 

一年間宜しくお願い致します。 
 
 

●ニコニコ箱委員会   西山 潤一 委員長 

この度、ニコニコ箱委員会 委員長を仰せつかり、

誠に光栄であると共に、その責務に身が引き締

まる思いであります。また、経験の少ない私に

このような機会を与えて戴いたことを心より感

謝申し上げます。 

次年度の充実した奉仕活動がおこなえるよう目

標達成に向けて精一杯努力し、本年度橋本会長のテーマ『半世紀“2067”への架け橋 

奉仕の継承と変革』を基に伝統の継続と変革に情熱をもって取り組んで参ります。 

私自身、入会も浅く若輩者で御座いますが、精一杯努めて参りますので皆様からの

ご指導ご鞭撻並びに『ニコニコ箱』へのご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上

げます。 
 
 

●米山奨学委員会    空門 満也 委員長 

本年度米山奨学委員会委員長に任命していただ

きました空門です。 

例年米山奨学生を迎えお世話を致してきた米山

奨学委員会ですが本年度は大阪産業大学のカド

ゥカ，マダンさんを送り出した後、次の奨学生を

迎えることが出来ず、不在という形になります。 

ですがその他の役割としましては、地区の米山 奨学委員会とクラブとの繋ぎ役それ

と、例年上期会費ご集金時にいただいております寄付のお願い、米山奨学金制度の



 

 

説明等があります。また学校関係は 4 月からということもあり任期中にも奨学生を

迎えることがあるという認識も併せもって一年間努めてまいりたいと思います。 
大東ロータリークラブの会員の皆様におかれましては、ご理解とご協力のほどよろ

しくお願い申し上げます。 
 
 

●インターアクト委員会  中野 隆二 委員長 
 本年度、インターアクト委員会の委員長を仰せつ

かります中野隆二と申します。昨年度に引き続き、

このような役を与えてくださった方々の期待にこ

えるべく全力で取り組んでまいります。 
 本年度も大阪桐蔭中学高等学校インターアクトク

ラブの活動に協力・参加し提唱ロータリークラブ、

提唱学校の緊密な連携のもと、地域奉仕と国際奉仕を通じて博愛・奉仕の精神を継

承した未来ある青少年の育成を目的とし、奉仕活動を通じて大東ロータリークラブ

との交流を深め、一員としての自覚を持たせ、自主的な活動を促進いたします。 
大東ロータリークラブ会員の皆様には更なる各事業へのご協力をお願い致すと思い

ますが、ご理解とご協力の程宜しくお願い致します。 
《今年度事業計画予定》 
７月 Ｉ.Ａ.Ｃ例会 
８月 海外研修 香港・マカオ（８月３日～６日） 
９月 早朝清掃活動 
１０月 秋の奉仕活動 
１１月 第 2660 地区年次大会 
３月 冬の奉仕活動 
５月 早朝清掃活動 
６月 新入生歓迎会 
 
 
●出席委員会/プログラム委員会          安田 智洋 委員長 
出席委員会 
会員はすべての会合、例会には出席義務とされております。 
全例会に出席できます様、ご協力お願いいたします。 
欠席の際には、諸先輩がされておりましたメークアップの規定を守りつつ、また、

新しい試みとして E クラブでの例会でもメークアップができますので、メークアッ

プをお願いします。 
 
プログラム委員会 
年間の例会卓話担当を決めさせていただきました。 
緊急卓話要員として数名お願いさせていただいております。 
会員相互の職業及び考え方を知るという意味でも重要な機会ですので、よろしくお

願いします。 


