
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
今 期 累 計 299,000円 

年 間 予 算 2,000,000円 

達 成 率 14.95％ 

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 8 月 29 日   No.2390  H29.8.22(No.2389 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（8月 22 日分） 

会員数 40名 出席数 31名 欠席者 6名 

特定免除 3名 その他免除 0名 

出席率 83.78％ 

 

前々回 7月 25日分 

ホームクラブの出席者 33名  86.84％ 

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   （8 月 29 日） 

次週の予定   （9 月 5 日） 

先週の例会報告 

ニコニコ箱 

 
・8/29  クラブ奉仕・ロータリー情報  

情報集会 18：00～ 
・8/31  地区 第 1 回インターアクト合同会議と懇親会 

17:00～  

 
・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～ 
・9/2  地区 財団セミナー 14：00～ 
・9/3  ロータリー旗争奪 少年野球大会 9：00～ 

・9/9  地区 第 1 回クラブ社会奉仕委員長会議 10：00～ 

・9/9  地区 ローターアクト・青少年奉仕 14：00～ 
正副委員長合同会議 

・9/17  大東市市民まつり 
 
 

お知らせ 

 

 森岡 信晶 会員 

「 色覚について 」 

 小林 誉典 会員 



 

 

 
 

 例会が二週休会で、皆様とは久しぶりです。お

盆という事もあって、慌ただしい毎日でした。皆

様は、いかがお過ごしでしたでしょうか。 

 観光地では、外国人の姿をよく見掛けます。ミ

ナミの黒門市場では、京都の錦市場同様外国人客

が多くみられ、観光化しています。今年上半期の

日本への観光客は、昨年に比べて１７％増加した

そうです。今年７月の外国人観光客数は、２６８万人と過去最高だそうです。 

 私は、公務員生活が長かったことから、お盆休みの旅行は人が多いことから、一

般にお盆休みを取られる期間は外していました。当時の公務員の夏休み休暇は、７

～８月の間に７日間取ることができましたので、７月初旬に休暇を取って旅行をし

ていて梅雨で雨が多かった記憶があります。 
  

 ８月３日からメンバー７人で、インターアクト海外研修香港マカオに、行って参

りました。中野インターアクト委員長並びに参加していただいた会員の皆様、ご苦

労様でした。 

 関西空港で行われた結団式では、関係者の皆さんは少しお疲れの様子でしたが、

生徒の皆さんは早朝にもかかわらず元気で、楽しそうな笑顔が印象的でした。 

 現地では、私の手違いで部分的な参加になってしまい、中野委員長には大変ご迷

惑をお掛け致しました。マカオ港でインターアクターを出迎えましたが、暑さから

か疲れている様子が伺えました。中学校での研修では、参加者全員でゲームが行わ

れ、プレゼント交換を行うなど現地生徒と交流が行われました。 

彼らにとって貴重な体験経験をされて、この研修に意義あることを認識しました。 

８月１５日ネパール、カトマンズ西ＲＣのウダヤパスト会長が来日され、友好調印

式と周年参加の日程などについて打ち合わせを行いました。 

現在、調印式の前日１１月３０日に５人が来日、１日調印式、晩餐会、２日周年

式典、３日、４日は日本観光を検討されているようです。 

木村会計から、参加者が決まり次第参加者の肩書と氏名を教えて欲しい事を伝え、

ウダヤ氏からはビザを発行するために、個人宛の招待状を頂きたいとの事でした。 

中嶋国際委員長から、５０周年事業として事業を考えたいという事で、ウダヤ氏か

ら以前に水の事業を言われていた、訓練施設へ給水ポンプ設置事業について説明が

行われました。 

８月２５日には、事業部門の皆さんが三好長慶像の最終確認に行っていただく予

定になっています。 
 

会員の皆様がそれぞれの担当を、来る日に向けて着々と進めていただいてる事に、

改めて感謝を申し上げたいと思います。 

橋本 正幸 会長 
会長の時間 



 

 

 

 

◎ニコニコ箱委員会                   森岡 信晶 副委員長 

・結婚記念日 自祝      髙島   登 君 

・入会記念日 自祝      岡本 日出士君 

・入会記念日 自祝      藤本 和俊 君 

・昨年 11 月の IAC 年次大会では東大阪クラブがホストした 来日グラント君が 

大変お世話になりました 感謝 （大阪東 RC）地区青少年活動委員会副委員長 

         濱谷 和也 氏 

・インターアクト海外研修参加ありがとうございました  

地区青少年活動委員会 副委員長 濱谷 和也様 昨日は大変失礼しました 感謝 

         橋本 正幸 君 

・中野委員長、空門会員 インターアクト、香港 お疲れ様でした！！  

佐藤 多加志君 

・インターアクト海外研修 参加しました 中野委員長、空門会員 ご苦労様でした 

         中嶋 啓文 君 

・大曲の花火大会に行きます 感謝     木村 克己 君 

・佐藤会員 お世話になりました 感謝    中野 秀一 君 

・インターアクト海外研修 中野隆二委員長大変お疲れ様でした 空門 満也 君 

・インターアクト海外研修 無事帰国 誠にありがとうございました 感謝 

         中野 隆二 君 

・小川さん、中さん、木村さんお世話になりました ありがとうございました 

         柿木  篤 君 

・みなさまのニコニコに感謝     森岡 信晶 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎青少年奉仕委員会        杉原 巨峰 委員長 

第 38 回大東ロータリークラブ旗杯争奪少年野球大会、開会式について。 

日 時：9月 3日（日） 午前 9：00～ 

場 所：大東公園 

会員の方は午前 8：45 集合でお願い致します。 

委員会報告 

 

☆今週のお祝い ~ 8 月 結婚記念 入会記念~ ☆ 

結婚記念・髙島会員     入会記念・岡本会員・藤本会員  

 

 

 

 

 

           

                             



 

 

◎インターアクト委員会       中野 隆二 委員長 

本年度、第２６６０地区インターアクト海外研修と致しまして８月３日～８月６日

迄、香港マカオへ行って参りました。 

現地第３４５０地区香港マカオの皆様に受け入れを頂き、環境エコに際して蝶保護

区での植樹事業・ダンスやプレゼンを基にした異文化交流事業など、各事業を無事

に終え、参加頂きましたインターアクターの皆様には国際親善を軸に国際相互理解、

異文化交流から奉仕の精神を学ぶことが出来たものと思います。 

詳しくは９月の卓話にて、大阪桐蔭中学校高等学校のインターアクターから海外研

修事業報告させて頂きます。 

また、香港マカオの地まで御同行戴きました、大東 RC 橋本会長はじめ会員の皆様に

厚く御礼申し上げ、ご報告とさせて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22001177 年年度度  イインンタターーアアククトト海海外外研研修修     於 香港マカオ 



 

 

◎ゴルフ同好会           空門 満也 キャプテン 

ゴルフ同好会からのご案内です。 

ゴルフ同好会のメンバーの皆さんのポストに年会費のご集金のお願いを投函させて

いただいております。 

ご案内遅くなりましたが８月 31 日までにご入金の程宜しくお願い致します。 

なお、第１回目のコンペは秋の家族会におきまして沖縄の喜瀬カントリークラブの

予定です。 

 

 

 

 

       

「 クラブ奉仕部門について 」 
  

 中  恒夫 会員 
四大奉仕の第一部門である「クラブ奉仕」について、ロータリークラブ定款では、「ク

ラブの機能を充実させるために、クラブ内で会員がとるべき行動に関わるものであ

る」と記述されております。これを企業組織に例えてみますと、職業奉仕、社会奉

仕、国際奉仕は、営業を担当する部門であり、クラブ奉仕はその営業部門を支える

管理部門に相当すると言えるのではないでしょうか。企業では営業部門と管理部門

がお互いに支え合いながら、企業としての最大の成果が得られるように、運営を図

っていきますが、ロータリークラブにおいても「クラブ奉仕」部門は同じ様な役割

があります。 
ＣＬＰの導入で「クラブ奉仕」部門は「クラブ管理・運営」部門とも称されるよう

になり、当部門機能がより明確になりました。クラブ奉仕部門に含まれる委員会と

しては、一般的には次のような小委員会があります。 
 
＊会員増強委員会 
＊会員選考委員会 
＊職業分類委員会 
＊親睦友好委員会 
＊広報委員会 
＊クラブ会報・雑誌委員会 
＊プログラム委員会 
＊出席委員会 
＊規定情報委員会 
＊研修委員会 
 
近年会員数が減少する中、クラブ奉仕部門の小委員会を集約する傾向にありますが、

クラブ運営にとって重要な委員会は維持することが推奨されております。特に近年

先週の卓話 



 

 

においては、会員増強、親睦友好、広報、出席、研修の各委員会の機能は、クラブ

の長期計画策定の中重要な要素になります。また職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・

ロータリー財団・米山奨学の各部門の活動とクラブ奉仕部門の活動のバランスが保

たれているクラブが理想的で望ましいクラブと言われております。 
 
次に、ロータリーの定義について、「ロータリー」と呼ばれるこの組織を、どのよう

に説明したらよいでしょうか。ロータリー・クラブの特徴は、百万人以上のロータ

リーアンの活動と同じくらい多様性に満ちています。各種奉仕活動、国際性、親睦、

職業分類、親善と世界理解の発展、高い道徳的水準の強調、他者への思いやりをは

じめ、他にもさらに多くの特徴があります。 
「ロータリーは世界中の事業および専門職務従事者からなる国際的組織で、人道的

奉仕活動を行い、あらゆる職業における高い道徳的水準を奨励し、世界中で親善や

平和を築くために助力している」とあります。 
 
当クラブは会員の増強、会員維持のための会員研修活動、広報委員会による公共イ

メ－ジの向上、を目標に活動すれば良いのではないでしょうか。 
 
 
 
 

平成２９年 8 月 22 日（火）例会終了後、大東ＲＣ創立５０周年 第 6 回実行

委員会が開催されました。 

次回は 9月 19 日（火）の開催予定です。 
 

 

 

大東ＲＣ創立５０周年 第 6回実行委員会 開催 


