
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今 期 累 計 2,080,100円 

年 間 予 算 2,000,000円 

達 成 率 104.01 ％ 

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 
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平成 30 年 6 月 19 日 No.2423   H30.6.12  (No.2422 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 」 

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   （6 月 19 日） 

次週の予定   （6 月 26 日） 

先々週の例会報告 

後面に記載 

ニコニコ箱 

「 今年度の実績報告と反省 」 

 各委員長  

◆ 出席報告（6月 12 日分） 

会員数 38名 出席数 25名 欠席者 6名 

特定免除 7名 その他免除 0名 

出席率 80.65％ 

 

前々回 5月 29日分 

ホームクラブの出席者 26名  78.79％ 

メークアップの結果 31名 

特定免除 5名  その他免除  0名 

欠席者 2名  修正出席率 93.94％ 

 
 

・6/26   次年度 第 3 回クラブ協議会 例会後～ 

 

 

＜2018-19 年度＞ 

・7/3  2018-19 新年度スタート 例会後～集合写真 

・7/4  青少年健全育成市民大会 19：00～ 

・7/9  インターアクト例会 18：00～ 

・7/21  ｲﾝﾀｰｱｸﾄ海外研修ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 15：00～ 

・7/28  地区 クラブ国際奉仕委員長会議 14：00～ 

・7/28-29 地区 Team RYLA 研修・交流会 

・7/30  2018-19 燦々会（会長・幹事会） 16：00～ 

 

お知らせ 

「 今年度の実績報告と反省 」 

  会長・幹事 



 

 

 

 

米朝首脳会談が本日、シンガポールで行われて

います。これまで緊張が続いていましたが、今日

の結果次第では、平和に向けての第一歩が始まる

事となりました。報道で伝えられているように、

国民が懸念するのは、日本が蚊帳の外だという事

です。アメリカと北朝鮮との首脳会談が、韓国、

中国それぞれの立ち位置での会談になっていま

すが、日本はアメリカに頼るだけの会談でしかな

いという事です。 

この会談により、日本にとってもまた近隣諸国においても、この首脳会談により

平和が訪れる事を願っています。 

会長として最終月の６月となりました。昨年の今頃は、大東前会長と田川前幹事が

微笑ましく談笑されていることが、羨ましく映りました。私には、会長への不安と緊

張が、二人の談笑される姿を見てそのような思いになったのだと思います。同じ立場

に立った今、できるだけ顔には出さないように注意をしていますが、つい顔に出てし

まいます。この気持ちは、会長をされて６月を迎えると同じ思いをされると思います。 

中嶋会長エレクトと木村次年度幹事には、一年間ご苦労様ですがクラブのために

宜しくお願い致します。 

本日から年度の締めくくりとして、各委員長から一年間の実績報告と反省が発表

されます。2017‐18 年度はクラブにとって、忘れる事の出来ない周年事業があり

ました。会員の皆様にとっては、印象に残る年度ではなかったかと思います。委員

長の皆様は、周年に向けての事業と通常の奉仕活動を並行して進めて頂き、慌ただ

しい一年間だったとお察しいたします。 

私には、戦略委員会を行い、一定の結論をお示しする必要があります。年度の前

半は、周年のために時間を費やしたことから、一度のみの開催となり会議メンバー

の構成を決めました。 

戦略委員会では、戦略会議の役割とルール、議題をクラブの永遠のテーマでもあ

ります「会員増強」としました。会員増強を行うにあたり、例会や情報集会に参加

して頂き、活動を知ってもらう。 

先週例会後の第４回戦略委員会では、職業分類において未充填職業分類の一覧を会

員に提示して、該当する職業に入会者が居られないか紹介してもらうこととしました。

次回の委員会に置いて、未充填職業分類の詳細と紹介カードを作成する予定です。 

次年度の戦略委員会は、中嶋会長エレクトの方針により一委員会として実施する

こととされました。メンバー構成についても今年度同様のメンバーとされ、議題に

ついても一定決まりました。 

会員の皆様には、引き続きご協力をお願い申し上げます。 

 

橋本 正幸 会長 
会長の挨拶 



 

 

 

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

・結婚記念日 自祝      空門 満也 君 

・結婚記念日 自祝      中崎  諭 君 

・米朝首脳会談がうまくいきますように    橋本 正幸 君 

・中野隆二会員お世話になりました     佐藤 多加志君 

・もう実績と反省の時となりました 皆様ありがとうございました 中嶋 啓文 君 

・ジャパンラグビー イタリアに勝ちました！   田川 和見 君 

・小林先生ありがとう 世の中が明るく見えるようになりました 感謝 

         大川 進一郎君 

・感謝        大西 寛治 君 

・東村会員、大変お世話になりありがとうございました  木村 克己 君 

・隆ちゃんお世話になりました 感謝    中野 秀一 君 

・木村さん、西山さん 有難うございました 感謝   東村 正剛 君 

・藤本さんありがとうございました     間  紀夫 君 

・佐藤幹事、大変御世話になりました    中野 隆二 君 

・西山さんいつもありがとうございます    柿木  篤 君 

・皆様のお陰をもちましてニコニコ達成致しました  

ありがとうございます      西山 潤一 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

 
☆今週のお祝い   ~ 6 月 結婚記念日 ~ ☆ 

  

                                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎青少年奉仕委員会      次年度 空門 満也 委員長 

次年度青少年奉仕委員会からです。池田くれはロータリークラブより創立３５周年

事業といたしましてスマイルキャンプの案内が届いております。 

２０１８年８月１７日（金）～１９日（日）箕面市立青少年教学の森 野外活動セ

ンターにて小学 4年生から中学 2年生を対象に開催されます。 

定員になり次第終了となりますのでご希望のメンバーの方は私若しくは事務局の方

までお申し込みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
お子さん誕生お祝い 

森脇会員にお子さんが誕生されました。 



 

 

 

 

「 今年度の実績報告と反省 」 

 

 

 

 

 

 

 

◆クラブ奉仕委員会    中  恒夫 委員長 

クラブ奉仕委員会は職業分類委員会からニコニコ箱委員会まで（ロータリー情報委

員会を除く）12 委員会を統括する委員会です。今年度は創立 50 周年と言う年でもあ

り、各委員長におかれましては周年の準備委員会も兼任され大変ご苦労をおかけいた

しました。ロータリーの基本であります例会の 100 パ－セント出席と会員の拡大が課

題となっております。 

また、ロータリークラブの社会的イメ－ジの向上、会員の維持が望まれます。皆様

のより一層の御協力頂けます様お願い申しあげます。 

各委員長におかれましては大変お疲れ様でした。1 年間有り難うございました。  

 

 

 

 

 

 

 

◆職業奉仕委員会   中野 秀一 委員長 

職業奉仕委員会では、創立５０周年記念事業のひとつに、会員皆様の事業内容と掲げ

られておられる経営理念・社是・社訓などを相互に理解し、会員間での経済活動の活

発化を目的としたデータベースの作成と資料作りを行い、ホームページ上において会

員が閲覧出来るものを作成させて頂きました。又、このデータを用いて例会場に掲示

する銅版レリーフを作製致しました。 

１月１９日（金）には大東市立南郷中学校におきまして「経営者によるキャリア教育

学習出前授業」を参加メンバー１２名で行い、未来ある青少年に努力する事の尊さや

先週の卓話 



 

 

働く事の素晴らしさを伝える事が出来ました。 

１月２３日（火）の担当例会では「職業奉仕月間に因んで」という事で、「分かり易

い職業奉仕を」というテーマで卓話をさせて頂きましたが、逆に少々難しかったかも

しれません。ロータリーができて既に 110 年以上が経過しており、職業奉仕の捉え方

が変わってきていることの歴史的な変遷の説明や、職業奉仕とは何か？ロータリーの

精神あるいは哲学は何か？という問いから、ロータリーはその精神において強く倫理

性を追求することを求めており、その実践としてのロータリー運動は倫理運動であり、

ロータリーのロータリーたる所以は職業奉仕の実践にあるというお話をさせて頂き

ました。尚、同日行われた情報集会では「経営者によるキャリア教育学習出前授業」

にご参加いただいた講師の皆様から、当日の講演内容や感想など、ご参加いただけな

かった会員の皆様にも事業の概要をご説明頂き、反省なども含めて大いに議論する事

が出来ました。 

４月３日には「春の家族会」を親睦活動委員会と共に行いました。本年度は皆様全員

が参加しやすく、桜の花を愛でながらの大阪らしい「春の家族会」を基本コンセプト

に、大阪城港から水上バスによるチャータークルーズとホテルニューオータニ大阪最

上階でのお花見食事会を開催させて頂き、会員相互の親睦を大いに深める事が出来ま

した。 

それぞれの業界で卓越した経営手腕を発揮されておられる皆様方と、例会をはじめ各

種事業を通じてお互いに交流を深めながら、それぞれの企業と大東ロータリークラブ

が益々発展する事を願って、今後も職業奉仕の理念に基づいて活動してまいりたいと

考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

◆社会奉仕委員会    東村 正剛 委員長 

本年度社会奉仕委員会と致しましては以下の事業を行いました。 

① 例年より続けています「大東市子ども発達支援センター」への支援、夏まつりを

はじめとして、運動会、クリスマス会、卒園式に会長、幹事をはじめメンバーの

皆様と参加させて頂きました。特に卒園式では、保護者の方からの感動的なスピ

ーチがあり、同じ親としての立場として当センターへの支援は継続して支援する意

義を感じました。一昨年より訪問の際は、会長からの志をさせていただいています。 



 

 

② 毎年参加させて頂いている大東市民祭りは、残念ですが台風１８号の影響で中止

となりました。 

③ 秋、春の交通安全キャンペーンはたくさんのメンバーの参加のもと、住道駅前デ

ッキで通勤をされる方々に啓発活動が出来たと思います。ただ、毎年参加団体の

数が減ってきているように思いますので、活動そのものを見直すかもっと積極的

な働きかけをする時期ではないかとも思いました。 

④ 今年は、特に創立５０周年記念事業として当委員会より「ダメ絶対 絶対 たば

こ」若年層向け薬物乱用防止活動に対する啓蒙教材を大東市へ寄贈させて頂き、

東坂市長より感謝状を頂きました。 

⑤ 共同募金については、先方の担当者の人事異動で連絡が遅れ、結果として本年度

は行っていません。 

⑥ 歳末助け合い募金については、本年度は任意を形式をとらせて頂きました。 

⑦ 夜間例会においては、大東市役所福祉・子ども部 子ども室 室長 青木 浩氏 

子ども室 上席主査 吉木 英子氏、子ども発達支援センター 所長 大野 祥子氏     

をお招きして「子ども発達支援センターについて」のこれまでの歴史や支援内容につ

いて卓話を頂きました。 

この一年間、社会奉仕の活動に対しまして、メンバーの皆様そしてそれに関係する皆

様の深いご理解を賜り、心より感謝申し上げます。誠にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

◆国際奉仕委員会   中嶋 啓文 委員長 

本年度は、クラブ創立５０周年を迎え、５０周年実行委員会と共に行動して参りま

した。橋本会長が掲げられた本年度の基本方針『半世紀“２０６７”への架け橋 奉

仕の継承と変革』を活動方針として、国際奉仕委員会は国際交流を通じてクラブとし

てグローバルな人道的支援を実践するという方針で活動してきました。 

まず、橋本会長の「記念事業は地元のために」を踏まえ、本年度の台北雙溪ＲＣと

のＷＣＳは、５０周年記念事業の冠を付け、『大東の子どもたちに笑顔を Ⅱ』とし

て、園児の体力づくりに大変苦慮されている市立南郷保育園に遊びながら体力づくり



 

 

のできる『はっくつクライム』を９月３０日保育園の運動会の日に寄贈しました。そ

の事前報告を、９月１～２日に台北雙溪ＲＣへ式典参加の要請を兼ねて表敬訪問をさ

せていただきました。 

また、今までの事業の見直しとして、カトマンズの『アーリーリハビリテーション

センター』へ２年前に設置しました水の濾過器の増設を橋本会長、木村会員の協力を

得て行いました。そして、中野秀一会員がＮＰＯ法人と共にミャンマー連邦ティアリ

ー小中学校の子供たちに文具の寄贈を大東ＲＣの代表として行ってくれました。その

功績を称えて大東ＲＣに、ＮＰＯ法人『国境なき奉仕団』から本年７月１７日に感謝

状が授与されることとなりました。 

また、創立５０周年の式典が大東ＲＣの英知を集め挙行されました。 

その前日に行われましたカトマンズ西ＲＣとの『友好クラブ締結調印式』や、姉妹・

友好クラブとの前夜祭、後日行われました昼食会や夕食会は実行委員会の指揮の下行

われました。国内外のロータリアンとの平和と相互理解が推進されたことと思います。 

 私自身、実行委員会の副実行委員長を兼任させていただきました。国際奉仕委員

長としての役割を全う出来ていなかったことと反省しています。 

５０周年実行委員会にはお世話になりました。 

それにも増して、会員皆様のご協力をいただきありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

◆副会長      田川 和見 副会長 

本年度副会長をさせていただいております田川です。 

「半世紀 2067 への架け橋 奉仕の継承と変革」橋本会長 基本方針のもと時代背景

に照らし合わせ 「継続」「改善」「新規」を探求し自由で柔軟性のある活動を実施出

来る様、取り組んで参りました。 

大阪桐蔭中学高等学校卒業式、小中学生弁論大会橋本会長の代理として参加もさせ

て頂きました。 

1 年間ありがとうございました。 

 


