
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
今 期 累 計 575,000円 

年 間 予 算 2,000,000円 

達 成 率 28.75％ 

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 10 月 17 日  No.2397  H29.10.10  (No.2396 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（10 月 10 日分） 

会員数 40名 出席数 27名 欠席者 9名 

特定免除 4名 その他免除 0名 

出席率 75.00％ 

 

前々回 9月 26日分 

ホームクラブの出席者 37名  97.37％ 

メークアップの結果 38名 

特定免除 2名  その他免除  0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   （10 月 17 日） 
 
 

・10/17 ガバナー公式訪問 

・10/17 周年 第 8 回実行委員会 例会後～ 

・10/28 周年 記念事業 

三好長慶公銅像建立 除幕式 

大東市役所本庁前 午前 10 時～ 
 
・11/5 インターアクト 年次大会 午前 10 時～ 
・11/7  夜間例会 午後 6 時～ 
・11/10 弁論大会 午後 2 時～ 
・11/10 地区大会 ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ 分科Ⅰ、Ⅱ 午後 3 時～ 
・11/11 地区大会 本会議 午後 1 時～ 
・11/22 第 2 回 大東 RC ゴルフコンペ 
・11/29 会長幹事会 午後 3 時～ 
 
      

お知らせ 

 

片山 勉 ガバナー公式訪問 

「 裁判・訴訟の雑学 」 

 間  紀夫 会員 

次週の予定   （10 月 24 日） 

先週の例会報告 

ニコニコ箱 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

2017-18 年度 第 2660 地区 ガバナー 
片山 勉（Katayama Tsutomu）氏 

 
 

生 年 月 日 １９４４（昭和１９）年１１月１０日 

職 業 分 類 プラスチック製品 

勤 務 先 紀伊産業株式会社 

役   職 取締役会長 

所 在 地 大阪市中央区本町１－３－２０ 
 
経   歴 １９６７年  甲南大学経済学部 卒業 

同    同光貿易株式会社 入社（現・㈱ＤＯＫＯ） 

１９７０年  紀伊産業株式会社 入社 

１９７６年     同     取締役 

１９８８年     同     代表取締役社長 

２０１６年     同     取締役会長（現在に至る） 
 
ロータリー歴 １９９４年１月２０日 大阪東ロータリークラブ入会 

１９９７－９８年度  世界社会奉仕委員長 

１９９８－９９年度  幹事（理事） 

２０００－０１年度  国際奉仕委員長（理事） 

２００２－０３年度  ＳＡＡ（理事） 

２００４－０５年度  副会長 

２００５－０６年度  会長エレクト 

２００６－０７年度  会長 

２００８－０９年度  ＩＭ第６組ＩＭ実行委員長補佐 

２０１２－１３年度  会員組織委員長（理事） 

２０１３－１４年度  ＳＡＡ（理事） 
 
RI第2660地区 ２００３－０４年度  地区幹事 

２００８－０９年度  社会奉仕委員会副委員長 

２００９－１０年度  社会奉仕委員会委員長 
 
その他 ロータリー財団 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 

ロータリー財団 べネファクター 

ロータリー財団 メジャードナー 

ロータリー米山記念奨学会 米山功労者マルチプル 

ロータリー米山記念奨学会 米山功労者メジャードナー 
 
その他の役職 １９９７年  学校法人甲南学園理事 （現在に至る） 

２００２年      同   常任理事（現在に至る） 

２００３年      同   評議員（現在に至る） 

２０１５年      同   副理事長（現在に至る） 

賞 罰 なし 



 

 

 
 

 秋の家族会沖縄２泊３日に、多くの会員の皆様

にご参加いただきまして、ありがとうございまし

た。天候に恵まれ爽やかな青い空の基、美ら海水

族館や斎場御嶽（せーふぁうたき）、首里城と歩い

ての観光となりました。 

 斎場御嶽（せーふぁうたき）では、山道を約 40

分歩きましたが、日本一大きな蝶オオゴマダラを

見ることができ、奥の三庫理（サングーイ）では岩の間を抜けた空間が神秘的でし

た。天気も良く、神の島と呼ばれる久高島（くだかじま）がクッキリと見ることが

できました。私にとっては、今年一番歩いた気がしました。参加頂いた皆さんは、

お疲れなど出ていませんでしょうか。 

親睦委員会の皆様には、大変お世話になり、ありがとうございました。沖縄の三

日間、印象に残る秋の家族会となりました。 
 

家族旅行前の 9月 30 日に、南郷保育所の運動会前に遊具の贈呈式を行って来まし

た。本日、市役所において喫煙防止教材を贈呈する予定です。今月末には、周年事

業のメインとなります三好長慶公の銅像建立除幕式があります。これで概ね大きな

事業を終え、会員一丸となって、式典に向けて進めて参りたいと思います。 
 

今月は、「経済と地域社会の発展」と「米山月間」です。 

 片山ガバナーは「経済と地域社会の発展」を言い換えれば、貧困の撲滅とされて

います。 

 日本では、インフラは整備され豊かで安全な国だと思いますが、５０年後には人

口が減少し、高齢者が増えてきます。そのうえに、若者の年金未払い者による生活

困窮者の増加が懸念されています。 

 高齢者が増えることで、医療費や介護料、老人介護施設などが増える事となりま

す。そのためには老後にお金が掛かることになり、その上に年金制度について不安

を感じることから、日本においても貧困が増えるのではないかと思います。 

 こういう事から、国内に向けての奉仕活動に、目を向けるべきではないかと思います。 

 

 

橋本 正幸 会長 
会長の時間 



 

 

 
 

＜理事会報告＞ 

決議事項 

1.秋の家族会 決算の件         ・・・・・・承認 

2.職業奉仕委員会 出前授業の件              ・・・・・・承認 

 

 

 

 

 

 

                                                 

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

・誕生日 自祝       小川 芳男 君 

・誕生日 自祝       中野 秀一 君 

・誕生日 自祝       中嶋 啓文 君 

・親睦の皆様 家族会ありがとうございました   橋本 正幸 君 

・家族会とても楽しかったです 親睦委員長大東さん、委員会メンバーの皆さん 

有難うございました 樋口会員写真を有難うございました  佐藤 多加志君 

・南郷保育園への大型遊具、贈呈式に多数の参加ありがとうございました  

秋の家族会 夫婦共楽しませて頂きました  

親睦委員会の皆様ご苦労様でございました  

樋口会員 お写真をありがとうございます   中嶋 啓文 君 

・樋口さんをはじめ皆さん写真をありがとう   岡本 日出士君 

・家族会で橋本会長、佐藤幹事、大東親睦委員長、間副委員長、大矢委員含む 

親睦委員会の皆様方大変お世話になりまして、誠にありがとうございました 感謝 

        上田 正義 君 

・樋口さん写真をありがとうございました   髙島  登 君 

・秋の家族会、多くの参加ありがとうございました  

樋口会員写真をありがとうございました 感謝        大東  弘 君 

・大東委員長、家族会 大変お世話になりました  

樋口先生、いつも写真をありがとうございます   木村 克己 君 

・秋の家族会、大東委員長始め、会長、幹事、親睦委員会メンバー様、 

大変お世話になりありがとうございました  

樋口会員お写真を有難うございました 感謝   杉原 巨峰 君 

・秋の家族会、橋本会長、佐藤幹事ありがとうございました 大東親睦委員長、 

大変お疲れ様でした。また色々ありがとうございました  感謝 空門 満也 君 

・会長、幹事、家族会に御参加いただきました会員の皆様ありがとうございました 

 大東親睦委員長、お疲れ様でした 樋口先生いつも写真ありがとうございます 

         間  紀夫 君 

委員会報告 

佐藤 多加志 幹事 幹事報告 



 

 

・家族会お疲れ様でした 会長、幹事、大東委員長、髙島さんありがとうござい 

ました 樋口さん写真ありがとうございました 感謝  中野 隆二 君 

・家族会お疲れ様でした 会長、幹事、大東委員長、髙島さんありがとうござい 

ました 樋口さんお写真ありがとうございました  中崎  諭 君 

・親睦会欠席 （秋の家族会） お詫び    上田 陽造 君 

・親睦会欠席 （秋の家族会） お詫び    西條 義昭 君 

・親睦会欠席 （秋の家族会） お詫び    大西 寛治 君 

・親睦会欠席 （秋の家族会） お詫び    藤本 和俊 君 

・親睦会欠席 （秋の家族会） お詫び    小林 誉典 君 

・親睦会欠席 （秋の家族会） お詫び    森岡 信晶 君 

・親睦会欠席 （秋の家族会） お詫び    山田  伸 君 

・親睦会欠席 （秋の家族会） お詫び    柿木  篤 君 

・親睦会欠席 （秋の家族会） お詫び    岡井 康弘 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
☆今週のお祝い  

~ 10 月 Happy Birthday~ ☆ 

                                           

 

 ◇2017〜2018 年度 ロータリーデーのご案内◇ 

2017-2018 年度ロータリーデーのホストクラブ、交野ロータリークラブより会⻑井沼様、
木本様がご来会され、ロータリーデーのＰＲをして頂きました。 
 
日 時 2018 年 3 月 10 日（土） 

登 録 13︓00〜  
式 典 13︓30〜 
懇親会 16︓15〜 

場 所 メセナ枚方 多目的ホール 
ホスト 交野ロータリークラブ 
テーマ あなたのよろこぶ顔が⾒たい︕ 
    －2016 年規定審議会決定への対応についてー 



 

 

◎国際奉仕委員会       中嶋 啓文 委員長 

大東ロータリークラブ創立５０周年記念事業として国際奉仕事業では、耐震工事に

伴い園庭が狭くなり遊具が撤去され時間制で園庭を使い、他園よりも運動をする場

所が少なく園児の体力づくりに大変苦慮されています市立南郷保育園に、遊びなが

ら体力づくりが出来る遊具を寄贈するプロジェクトを、姉妹クラブの台北雙渓扶輪

社との旧ＷＣＳ事業として「大東の子どもたちに笑顔をⅡ」というテーマで企画し

ました。９月 30 日、市立南郷保育園運動会の開会式に合わせて、贈呈式並びに感謝

状の贈呈式を執り行いました。ボルタリングもオリンピック競技になり、子どもた

ちも喜んで遊んでくれると思います。 

多数のご参加ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◎インターアクト                    中野 隆二 委員長 

11 月 5 日（日）インターアクトクラブ年次大会が相愛中学校・高等学校にて開催さ

れます。ご参加のほどよろしくお願いいたします。 

１．開催日時  ２０１７年１１月５日（日） 午前   ９時３０分 登録開始 

午前 １０時００分 開会 

午後 １５時３０分 終了予定 

２．開催場所  相愛中学校 高等学校 

・地下鉄御堂筋線「本町駅」下車 6号出口、出てすぐ。 

本町通りに面した入り口があります。 

        ※校内には駐車できませんので、近隣の公共駐車場をご利用下さい。 
 

３．テ ー マ  食による国際理解 － 豊かさの分配と奉仕 



 

 

◎職業奉仕委員会       中野 秀一 委員長 

大東市政策推進部産業振興課より経営者によるキャリア教育学習出前授業への協力

依頼が届いております。 

御協力していただける、会員の皆様よろしくお願い致します。 

  ＜要項＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ゴルフ同好会         空門 満也 キャプテン 

ゴルフ同好会からです。秋の家族会におきまして１０月２日第１回ゴルフコンペを

喜瀬カントリークラブで開催いたしました。トーナメントコースということもあり

非常に素晴らしいコースでした。 

非常に暑い中、不慣れなキャプテンでしたが参加されましたメンバーの皆様最後ま

でご協力ありがとうございました。 

優勝は谷中会員、準優勝は森脇会員、３位は髙島会員でした。 

 
今月のお誕生日花は、ハロウィン月に因んだオ

レンジ色をメインにアレンジ致しました。 
ハロウィンの由来は、古代ケルトの秋の収穫

を祝い悪霊を追い出すお祭りといわれてい

ます。 
少し奇妙なフォックスフェイスは名の通り“キ

ツネの顔”に似た実がなり、カボチャと共にこ

の季節のアレンジの定番となっています。 
ジニア、マリーゴールドに、紫のエレンジュー

ムでポップなイメージを引き立てます。 
お誕生日おめでとうございます。 

 

 
10 月のお花 



 

 

 

 

 
 
 
 

「 米山月間に因んで 」 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

米山奨学委員会 空門 満也 委員長 
 

こんにちは。米山奨学委員会の空門です。本日は米山月間ということで米山記念奨

学事業についてのお話となります。例年ですと昨年のカドゥカ マダンくんのよう

に米山奨学生にお話し頂くところですが本年は残念ながら当クラブに米山奨学生を

招くことが叶いませんでした。 

 

今年の卓話はまだ若いロータリークラブのメンバーもいることなのでこの事業につ

いて少しお話したいと思います。 

また本年７月１日にロータリー米山記念奨学会財団設立５０周年を迎えたというこ

とで、記念 DVD が作成され配布されております。１５分程度の DVD ですがそちら

をご覧いただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先週の卓話 



 

 

米山記念奨学という名はその名の通り日

本のロータリーの父米山梅吉氏より来て

おります。 

終戦の翌年 1946 年の米山梅吉氏がお亡く

なりになられ、3 年後の 1949 年、戦争の

為解散を余儀なくされた日本のロータリ

ーが国際ロータリークラブに復帰します。

戦後徐々に落ち着いていく中で、梅吉氏の

功績を偲ぶ何か有益な事業をしようではないか、という中で 1952 年東京ロータリー

クラブの吉沢丈作会長が「米山基金」の構想を発表しました。 

これはアジアから優秀な学生を招いて学費を援助し、二度と戦争の悲劇を繰り返さ

ないという目的で平和な日本を肌で感じ取ってもらいたいというものでした。 

そしてこの「米山基金」はわずか 5 年で日本のロータリークラブ全体の共同事業と

広まっていきました。そしてその 10 年後の 1967 年今よりちょうど５０年前、財団

法人ロータリー米山記念奨学会が設立されました。 

 

この米山記念奨学事業は日本独自の事業

で全国３４地区の合同プロジェクトとし

て、1952 年に事業が始まって以来日本の

大学・大学院などで学ぶ外国人留学生を対

象に支援を続けています。 

2017 年度採用の奨学生数は 793 人で民間

奨学金としては国内最大となっています。 

この奨学金制度の最大の特徴は世話クラブ・カウンセラー制度です。 

銀行振り込みが多い他の奨学金と違って、米山奨学生にはロータリー活動に共に参

加してもらって交流することを大切にしています。 

 

奨学金の種類と特徴については表のようにな

っておりますが詳しくはロータリーの友の８

月号の３３ページをご覧いただければと思い

ます。 

 

それではこの記念事業の財源はどうなってい

るのか？ 

それは今年も寄付頂いておりますがロータリ

ークラブの年初に普通寄付金 5000 円特別寄付



 

 

金 15000 円、皆さんにご寄付頂いているお金とその利子でまかなっております。ま

た奨学生の数もその寄付金学に連動して決まります。 

詳しくは豆辞典、ロータリーの友８月号 32、33 ページ ９月号 42、43 ページをご

一読いただければと思います。 

 

それでは財団設立 50 周年記念 DVD「世界へ届け 米山の架け橋」をどうぞご覧く

ださい 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  大東ロータリークラブ創立５０周年記念事業 

 三好長慶公銅像建立除幕式のご案内  

 
 

大東ロータリークラブ創立５０周年を迎えるにあたり、大東のまちの魅力を高

める目的で、三好長慶公の銅像を大東市本庁舎の前に建立し、大東市民の誇り

と成りえるような記念碑を大東市に寄贈することとなりました。 
下記日程にて除幕式を執り行いますので、会員の皆様にはご参加の程、よろし

くお願い致します。 
 

日時：平成 29 年 10 月 28 日（土）午前 10 時 

場所：大東市役所本庁前   ※雨天決行 


