
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今 期 累 計 1,305,000円 

年 間 予 算 2,000,000円 

達 成 率 65.25％ 

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 30 年 1 月 16 日  No.2407 H29.12.26 (No.2406 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（12 月 26 日分） 

会員数 39名 出席数 35名 欠席者 3名 

特定免除 1名 その他免除 0名 

出席率 92.11％ 

 

前々回 12月 2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  0名 

欠席者 0名  修正出席率 100.00％ 

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   （1 月 16 日） 
 
 
・1/17   第３組 第３回会長・幹事会 15：00～ 

・1/19  出前授業  

・1/20 地区 第 2 回クラブ国際奉仕委員長会議 10：00～ 

・    桐蔭中学高等学校卒業証書授与式 10：00～   

・1/23  第 5 回クラブ協議会 例会後 

     第 13 回実行委員会 クラブ協議会後～ 

     職業奉仕委員会 情報集会 18：00～ 

お知らせ 

次週の予定   （1 月 23 日） 

先週の例会報告 

「 年男卓話 」 

池田 實会員、岡井 康弘会員 

後面に記載 

「 職業奉仕月間に因んで 」 

職業奉仕委員会 中野 秀一委員長 

ニコニコ箱 



 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 本日は、年の瀬で大変ご多用の中、第 2406 回

例会にお集まり頂き、ありがとうございます。

ご家族の皆様には、創立 50 周年記念式典に於

きまして、式典、祝賀会と長時間に渡りご参加

頂き、ありがとうございました。心より厚く御

礼を申し上げます。 

周年式典に至るまでの一年間、藤本実行委員長、

中嶋副実行委員長を初め会員の皆様のご尽力により、成功裏に終えることができま

した。会長と致しましては、会員の皆様の緻密な計画に基づき、粛々と進められる

流れに任せるだけでした。 

 50 周年の会長をお引き受けし、皆様にご苦労をお掛けする事となり、会員の皆様

に、何かお返しができないかと考えていました。年間スケジュールを考えている中

で、創立日 12 月 26 日が例会日の火曜と知り、式典後のこの日を「会員と家族だけ

で祝う会」にすることとしたいと考えました。 

 これまで会員と家族の皆様がご一緒できますのは、秋・春の家族会とクリスマス会の

年３回ございますが、私の記憶では、ご家族の皆様に例会をご覧いた事が無いと思いま

す。そこで、例会に参加して頂き、クラブへのご理解を頂きたいと思っています。 

本日は、例会と会員による創立 50 周年を祝いたと考え、佐藤幹事に無理をお願い

して、「会員と家族で 50 周年を祝う例会」を行う事と致しました。 

 「年齢計算に関する法律」によりますと、年齢の加算は誕生日の前日午後 12 時に

１歳加算されることとされています。従いまして、昨日 2017 年 12 月 25 日午後 12 時

に 50 年となり、創立 50 年と 13 時間が経過したことになります。 

 本日は大東ロータリークラブが節目となる創立 50 年の新年を迎え、初めての例会

と家族会を行う事となりました。私は今年度のテーマを「半世紀 2067 への架け橋＝

奉仕の継承と変革」としました。1967 年（昭和 42 年）から時代背景が大きく変わり

ました。私たち会員は、奉仕活動を続けるために、次の 50 年に向けて今何をすれば

良いかを考える必要があります。 

私は、クラブの現状を把握し活動の継続や変革を行う事が必要と考えます。時代

に即した考えの基、活動の規模や効果に捉われず、自由で柔軟な活動ができる環境

橋本 正幸 会長 
会長の挨拶 



 

 

を作る事が「次世代のメンバーへの架け橋」となり、「魅力あるクラブ」につながる

と信じています。 

 そのためには、ご家族の協力なしに活動を継続することはできません。本日の50年

を迎えた初回の例会で、「家族と共に祝う会」を機に、家族間の交流を行って頂き、

更なる友情を築いて頂けたらと願っています。 

 最後にご家族の皆さんに申し添えますが、栄養管理を行って頂いていると思いま

すが、通常の例会ではこのような豪華な食事やアルコールを摂っていませんので、

ご安心ください。 

 皆さんと共に、大いに 50 周年をお祝い致しましょう。 

 

 

 

平成３０年1月 23日（火）クラブ協議会後、第１３回 大東ＲＣ創立５０周年実行委

員会を開催予定です。 
  
日 時：1月 23 日（火） クラブ協議会～ 

内 容：創立 50 周年記念式典祝宴、良かった点、反省点について 
  

※各委員長の皆様は今後の資料とさせて頂きますのでご用意の程よろしくお願い致します。 

大東ＲＣ創立５０周年第１３回 実行委員会 ご案内 

◎社会奉仕委員会           東村 正剛 委員長 
特別例会にて募りました歳末たすけあいを募金させて頂きました。御協力を有難う

ございました。 



 

 

                                                

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

・入会記念日 自祝      池田  實 君 

・結婚記念日 自祝      木田 眞敏 君 

・誕生日 入会記念日 自祝     奥田 保幸 君 

・在籍 自祝    44 年  池田  實 君    27 年 木田 眞敏 君 

・在籍 自祝   25 年  大西 寛治 君    17 年 松原 清一 君 

・在籍 自祝    12 年  大矢 克巳 君     6 年 空門 満也 君 

・在籍 自祝                  2 年 柿木   篤 君 

・例会出席に感謝 感謝      橋本 正幸 君 

・来年も皆様にとって素晴らしい年になります様に！！  佐藤 多加志君 

・橋本会長本日はありがとうございます    中嶋 啓文 君 

・橋本会長ありがとうございます     田川 和見 君 

・写真ありがとう 感謝      上田 陽造 君 

・50 周年記念例会欠席おわび 例会長期欠席おわび  奥田 保幸 君 

・感謝        大西 寛治 君 

・創立 50 周年おめでとう      藤本 和俊 君 

・橋本会長ありがとうございます 感謝    上田 正義 君 

・欠席がちですみません      大矢 克巳 君 

・50 周年創立記念例会 おめでとうございます 橋本会長ありがとうございます 

杉原 巨峰 君 

・橋本会長ありがとうございます 感謝    中野 秀一 君 

・橋本会長大変お世話になりました     木村 克己 君 

・橋本会長特別例会有難うございます 感謝   東村 正剛 君 

・本年も一年間ありがとうございました  

木村さん先日もありがとうございました 感謝   中野 隆二 君 

・藤本さん、木村さん、東村さん、ありがとうございました 感謝 柿木   篤 君 

・皆様 1年間 お世話になりありがとうございました  西山 潤一 君 

・一年間大変お世話になりました     森田 武雄 君 

・皆さん、今年も大変お世話になりました    岡井 康弘 君 

・1年間ありがとうございました 中さん、木村さん、中野隆二さんお世話になりました 

 柿木さん、西山さんお世話になりました    中崎   諭 君 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

 
□□退会のあいさつ□□        木田 眞敏 会員 
 
 私は平成 2 年（1990 年）5 月 29 日に当クラブに入会し、本年で 27 年になります。ロータリ

ーの奉仕活動を通じて、様々な事業が懐かしく思い出されます。 

 現在大阪府歯科医師会常務理事に加え他委員に任命され激務が予想されます。長い間の暖か

い友情に感謝を申し上げ、退会の挨拶とさせて頂きます。 

ありがとうございました。 



 

 

 

 

 
「 ロータリーいろいろ 」 

 
 
 
 
 
 
 

大川 進一郎 会員 
ロータリーいろいろと題して卓話を致します。30 分にこだわらないと会長に言って

頂いたので、30 分経って用事のある方は退席頂いても結構です。 
今年 50 周年を迎え、過日帝国ホテルで藤本実行委員長のもと、立派に記念式典を挙

行され、もう私なんか出る幕もないのですが、国外国内を問わずメイキャップをし

たり、ガバナー補佐をしたり、2 つのロータリークラブを新設もしました。 
ロータリークラブは所変われば会員変わる。こんなに違うのだという事を知って頂

きたい。過去にしてきた通りにすれば良いという事だけは、断じてして欲しくない

と断言致します。 
私は大東ロータリー創立 2 年目に、当時の宮本会長から入会を誘われました。宮本

会長は鳥取三洋時代の私の上司で、新商品を売り買いする立場にあり、ただ値切る

事しか知らない人でした。 
こちらは鳥取三洋として、品質、価格、デザインいずれも日本一の商品を作り、経

営が成り立つ値段を、自信を持って提示しているのに、更に下げろ、駄目だといつ

も喧嘩しておりました。「君の言う性能が日本一だという事は解ったが、私の性能が

良いから結婚して下さいと言えるか。性能よりも顔だろう。顔はつまり価格だ。」「い

や、顔はデザインです。イヴサンローランは高くても売れています。」「そんなに言

う事を聞かない奴は、大東に帰って呉服屋をやれ。」と、こんな調子でやりとりした

のに、手の平を返したように、「はい。入会します。」とは言えません。 
ところが、2 年後、大東 JC の初代会長にと、八尾 JC の人が森本酒店の人と来られ

ましたが、私はボウリング場の経営で苦しんでおりましたし、酒が飲めないのでと

辞退し、同窓の橋本喜八郎氏を初代会長に、みつわ呉服の田村専務を入会させ、地

下の事務所をお貸しするという条件で、ロータリーを選びました。当時私は 38 歳。

入会早々大東 RC ソング作曲の依頼がありました。それが、大阪桐蔭高校校歌の作

曲に繋がりました。ロータリーのお蔭です。入会当時、例会場は守口の三洋健保会

館にあり、なんで大東 RC が守口まで行かねばならないのか。チャーターメンバー

は地下鉄谷町線の方が便利だからです。私が先頭に立って反対運動を起こしたせい

か、幹事になるまでロースターの順で言うと 8 人抜かれました。無能だと思われる

のがシャクで幹事になるまで十分勉強しました。（関西ロータリー研究会） 
ここで思いつくまま、私が関係し、変革した事を挙げますと、 

先週の卓話 



 

 

〇ロースター 
・背広のポケットサイズにし、勧誘。メイキャップ、卓話。 

〇クラブ活動概況報告書 
  ・英字の校正 
  ・大東ロータリーソング、大東インターアクト、大東ロータリー讃歌作曲 
  ・地区選定（RI100 周年記念）「町に灯を」「われらがロータリー」作曲 
  大阪なにわロータリークラブソング作曲 
  ・4 つのテストによるロータリー体操振付 
  ・RI 2660 地区クラブ相関図、年代順、IM 順 
〇幹事・会長 
  ・食事は順次自由（チーンと鳴って食べる） 
  ・ロータリークイズ「面白ゼミナール」第 1 巻、第 2 巻 
  ・「シックス オクロック コール」で意義ある業績賞（幹事）、準意義ある業績賞

（ビジネスフォーラム委員会） 
   社会奉仕…絵画展、 

国際奉仕…インドネシア、ジャカルタ地区に手動ポンプの井戸を掘るのに

41 万円。（地区 40 万円、インドネシア RC40 万円、地区から 40 万円、計

160 万円） 
〇地区委員 
  ・財団国際親善奨学委員、副委員長 12 年、2,200 ドル 
  ・親睦活動委員、副委員長 5 年 
  （ダンスパーティー、オークション、ザ・ベリーグッドマン楽団） 
  ・ロータリーハーモニアアンサンブル、美術展（絵画・写真・書道・工芸）、茶

の湯同好会 
  ・阪神大震災チャリティーコンサート（800 万震災孤児） 
  ・ガバナー特別代表、30 周年記念実行委員長、大東中央 RC 新設 
  ・地区拡大委員 拡大委員 大阪みおつくし RC の設立に尽力（2013 年） 
  ・E クラブも創りかけたが、ドンネイという言葉にこだわるので中止 
〇青年奉仕 
  ・交換奨学生第 1 号 コロラド州デンバーからジェフ・ギールセン君ホームステイ

（1976 年） 
  ・交換奨学生 オレゴン州からエナ・ドールさんホームステイ（1984 年） 
   ・大東インターアクト（‘76 年→大阪産大附属高校大東校舎インターアクト提

唱、大阪桐蔭インターアクト '88 年） 
 
奉仕活動に関する考え方 
創始者のポール・ハリスはシカゴロータリアンがあっという間に 100 名になって、

自分も 1 業種 1 人の原則で会員 100 名と顧問契約を結ぶと、現在の金で 1 社につき

5 万円顧問料を取れば月額 500 万円、年収 6,000 万円、相談の度にどっさり入るの

だから、こんなに儲けて良いものかとシカゴ市内に公衆トイレを寄付したのが最初

であって、ロータリークラブは発足の当初からの奉仕団体ではない。ロータリーは



 

 

奉仕が足りないといって別れたライオンズクラブは初めに奉仕ありきで we serve
を貫いている。最近奉仕活動が盛んだが、この不況時に奉仕せよと声を張り上げて

いるから、会員が増えない。私の頃は会員が 72 名だった。私は原点に戻り儲かった

ら奉仕する。例えば、儲けた中から税金に納めるより、消費税 10％と同じ 10％を郷

里の為にふるさと納税するとか、一つの目的を決めて、この指とまれ。と「I serve」
を次々と立ち上がらせれば、奉仕した実感が湧くのではなかろうか。強制すると反

発が出る。異業種交流会を盛んにし、ロータリアンになったら仕事が増えた。儲か

った。お陰様で社会に貢献できた、有難い。こういうロータリークラブであるべきだと

考えます。私は E クラブを立ち上げ、そんな理想のロータリーを目指しています。 
ロータリーの目的は綱領と同じ。この綱領（目的）に沿って奉仕委員会があり、具

体的に活動している。私が問題にしているのは青少年委員会ができるまでは目的は 4
つでもよいが、青少年奉仕委員会ができた以上、綱領（目的）に青少年の事は明記

されなければならない。「光は東方から」「ロータリーも東方から」でなければいけ

ない。変わらねばならない。定款を変えるのは大東ロータリークラブだ。50 周年記

念式典を立派にやり遂げた皆の力で是非定款を改正して欲しい。幸い大東ロータリ

ークラブには、弁護士、司法書士、元市役所職員、市会議員をはじめ優秀な人材が

揃っている。是非達成して頂きたい。と祈り、私の卓話と致します。ご静聴有難う

ございました。 
 
 
 
 
 

2017 年 12 月 26 日 於：大東市民会館 キラリエホール 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


