
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今 期 累 計 2,107,100円 

年 間 予 算 2,000,000円 

達 成 率 105.36 ％ 

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 6 月 26 日 No.2424   H30.6.19  (No.2423 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 26 日） 

次週の予定   （7 月 3 日） 

先々週の例会報告 

後面に記載 

「 今年度の実績報告と反省 」 

 各委員長  

◆ 出席報告（6月 19 日分） 

会員数 38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 85.57％ 

 

前々回 6月 5日分 

ホームクラブの出席者 33名  91.67％ 

メークアップの結果 35名 

特定免除 2名  その他免除  0名 

欠席者 1名  修正出席率 97.22％ 

 
 

・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 

「新年度の方針発表」 

 会長・幹事・奉仕委員長 

ニコニコ箱 



 

 

 

 

昨日大阪府北部を震源地としてマグニチュド

6.1、震度６弱の地震が発生しました。気象庁は

過去の事例で１週間程度、特に２，３日の間に

は同程度の地震が発生しているという事です。

昨日の地震で倒れた物を片付ける際に、次に起

こる地震に備えてください。 

また、避難の際に必要な物をまとめておき、

避難経路の確認をするなど危機管理意識を持つようにしてください。自宅や会社の

状況を確認して、特に倒壊や火災には十分注意してください。 

発生直後には電話が繋がらない状況でしたので、メールで塩釜東ＲＣの佐々木さ

んからお見舞いのメールを頂きました。皆様に宜しくとの事でした。 

深夜のサッカーワールドカップ、早朝は全米オープンゴルフと仕事に影響を及ぼ

すこの頃です。先週の火曜日世界が注目した米朝首脳会談に続き、本日サッカーワ

ールドカップ日本対コロンビア戦が午後９時から行われます。厳しい試合になると

言われていますが、応援したいと思います。 

日本では、来年度はラグビーワールドカップ、2020 年はオリンピックと日本で

世界が注目されるスポーツが相次いて行われます。日本に来られる外国人に対する

対応には、十分配慮した行動をしたいと思います。 

昨年５月に強調月間として「会員増強・拡大月間」から始まり、今月はロータリ

ー親睦活動月間です。ロータリークラブは、親睦と職業奉仕が原点と言われていま

す。クラブでは、例会や情報集会、家族が集う家族旅行やクリスマス会、同好会に

おいて親睦の機会があります。 

ロータリアンが奉仕活動や親睦、趣味や職業に関連した交流を楽しむことで、仲

間を増やし友情を育み、ロータリアン同士の仲間意識を高める事が大きな財産でも

あります。 

新旧会長幹事会において、親睦に対する考えが大きく変わりました。これまで同

好会として、「ゴルフ会」や「歩こう会」、「グルメ会」などが行われていましたが、

現在はゴルフ会だけとなってしまいました。このような趣味や興味ある事を行う同

好会を数多く立ち上げて、会員の親睦が活発になる事が、会員維持や会員増強にも

つながると思います。 

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 

・入会記念日 自祝      岡井 康弘 君 

・塩釜東 RC の皆様、御見舞に感謝 感謝    橋本 正幸 君 

・凄い揺れでした 天災の厳しさを改めて痛感しました  佐藤 多加志君 

・地震にあわれた皆様にお見舞い申し上げます   中嶋 啓文 君 

・塩釜東ロータリークラブ、佐々木様、吉木様 連絡ありがとうございました！ 

         田川 和見 君 

・藤本会員 お世話になりました 感謝    杉原 巨峰 君 

・地震 めっちゃびびりました     木村 克己 君 

・隆ちゃん 息子がお世話になりました 感謝   中野 秀一 君 

・祝！ 7 回 完投勝利      間  紀夫 君 

・中野秀一さん、大変御世話になり ありがとうございました 中野 隆二 君 

・早退すみません      柿木  篤 君 

・小林先生、東村さん、中野隆二さんお世話になりありがとうございました 

         西山 潤一 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

 
☆今週のお祝い   ~ 6 月 入会記念日 ~ ☆ 

  

                                       



 

 

 

 

 

「 今年度の実績報告と反省 」 

 

 

◆青少年奉仕委員会     杉原 巨峰 委員長 

青少年健全育成を目的に本年度は、継続事業として第

38回大東RC旗杯争奪少年野球大会と第 12回大東市

小中学生弁論大会への協賛を致しました。 

本年度は 50 周年ということで、先輩諸兄が培ってこ

られた少年野球大会には、周年記念事業としての横断

幕の寄贈をさせて頂きました。 

これらの事業において、会長・幹事を始め会員皆様には、お世話になり感謝申し上げ

ます。ありがとうございました。 

昨今の青少年を取り巻く環境も大きく変化し多様化している中、特にスマホ、電子辞

書などの利便性が、子供達の自立心、感受性などへ影響している場面も感じ受けれます。 

年頭にも、この様な想いから掲げさせて頂いた、花にふれて、花心を伝える事業をとも

検討致しましたが、自己的都合で実施出来ずで終えることを、反省とさせて頂きます。 

又、次年度からは更なる 50 年に向けての第 1 歩の年となります。 

委員長から外れはしますが、私も仕事柄、子供達とかかわる時間が大変多い為、青少

年の動向に目を向けながら、健全育成にどの様にたずさわれるかを思い、今後の活動

にも協力しながら、次年度へバトンを渡したいと思います。 

一年間ありがとうございました。 

 

 

 

◆職業分類委員会・会員選考委員会       

上田 正義 委員長 

今年１年間大変お世話になりました。５０周年の記

念すべき年を無事に終われました事に感謝申し上

げます。 

さて、私が担当させていただきました両委員会は、

全メンバーのご協力の元に会員候補者を推薦して

頂く事により、審議させていただく委員会であります。 

先週の卓話 



 

 

本年度は、来年度入会予定者と致しまして２名の新入会員の紹介がありました。審議

の結果めでたく２名の入会が決定しました。７月より入会されます。 

新しい仲間が増える事は非常に嬉しい事です。 

生駒智人君（自動車整備業）  樋本有伸君（保険生命業） 

会員増強がクラブ運営の大きな柱ですので、来年も１人多くの会員候補者の推薦を宜

しくお願い致します。 

 

 

◆会員増強委員会     小川 芳男 委員長 

50 周年という記念すべき年度に会員増強委員会の

委員長を拝命致しました。同時に 50 周年実行委員

会総務会計部門の委員長を拝命致しておりました。

50 周年の記念事業・記念式典・懇親会とも中総務

副委員長・木村会計副委員長の御尽力のもと、つつ

がなく成功裏におえる事が出来ました。会員増強委

員会としては、地区より会員増強に役立ててほしいという趣旨で、ポスターが作成さ

れました。「世界を変える行動人」と「世界でよい事をしよう」という 2 枚のポスタ

ーで当クラブでは全会員に 1 枚ずつ配布させて頂きました。事業所や自宅での掲示を

お願い致しました。年度終了間際に生駒君と樋本君 2 名の入会が決まりました。両君

ともにこれからの大東ロータリークラブを背負っていく人材です、皆様宜しくお願い

致します。 

 

 

◆出席委員会       小林 誉典 委員長 

今期は先月５月までに例会が 37 回あり、ホームク

ラブ出席率は平均 86％で、その内 100％の日が 2

回ありました。しかし、修正出席率は平均 97.75％

で、その内 100％の日が、21 回あり、全体の 56％

にあたります。皆さんが例会出席を重要なものと認

識され、ホームクラブに出れないときには、沢山の

方がメークアップに努められた結果です。来年度も、全会 100％出席を目指しましょう。 

一年間、お世話になりありがとうございました。 

 



 

 

◆親睦活動委員会      大東  弘 委員長 

本年度、親睦活動委員会では創立５０周年迎える年と

いうことで、まず「秋の家族会」の行先をどこにしよ

うかと考え、過去 20 年間の行先や香港 3 泊 4 日創立

20周年記念旅行が行われていた事などから今回は10

月 1 日（日）～3 日（火）までの 2 泊 3 日で沖縄家族

会を提案させていただきました。 

また、７年ぶりに家族会でのゴルフも空門ゴルフキャプテンに無理を言って開催して

いただきました。 

当日は、沖縄の夏を思わせる天候の下で、沖縄の暑さに、少しお疲れになった方もお

られたでしょうが、皆様方のご協力で全ての工程を無事終える事が出来ました。 

 

クリスマス例会は、創立５０周年祝賀晩餐会とするとの事で、50 周年記念式典担当と

いう大役が回って来ました。よって殆どの親睦委員会メンバーを式典担当委員になっ

てもらい、何度も委員会を重ねてまいりました。 

委員会では若いメンバーの企画力・行動力には驚かされるばかりであり、大東ロータ

リークラブらしい また、大東ロタリークラブしか出来ない式典並びに晩餐会ができ

たものと思っております。 

当日は、親睦委員会のメンバーが、豊臣の真田・徳川の井伊に勝るとも劣らない赤備

え（赤ジャケット軍団）として縦横武人の活躍をしていただきました。 

 

そして、春の家族会は中野秀一職業奉仕委員長の素晴らしい企画力に親睦活動委員会

としては当日のお手伝いしかしておりませんでしたが、大阪城・周辺の桜を船から見

上げ、ニューオオタニから見下ろし大阪の桜を満喫出来ました。 

 

本年度、41 回の例会そして 12 回の休会日に対するメイキャップ当番など 

間副委員長をはじめ委員会メンバー皆様には物心とも多大なご負担を掛け感謝の気

持ちで一杯であります。 

皆様、１年間有難うございました。 

 

最後に１年間親睦委員長として感じたことは、大東ロータリークラブは素晴しい有能

な若手経営者ばかりです、その若手メンバーの企画力・行動力を今後ロータリーの奉

仕活動に発揮できる様な組織運営をお願いして本年度の実績報告と反省とします。 

 

 

 



 

 

◆シンギング委員会     柿木 篤 委員長 

本年度は例会はじめのシンギングだけではなく、５０

周年式典のシンギングという大役を頂きました。貴

重な体験をさせて頂き感謝しております。 

一年間、すべての例会でタクトをふることはできま

せんでしたが、反省するところは反省し、次年度の

活動に活かしてまいります。 

一年間、メンバーの皆様からのご指導ご鞭撻頂き感謝しております。誠にありがとう

ございました。 

 

 

◆ニコニコ委員会     西山 潤一 委員長 

今年度ニコニコ箱委員会委員長務めさせて頂きあ

りがとうございます。 

年初にはニコニコ目標額は頭になくただただ登壇

しニコニコ箱の報告のみに集中し過ぎもう気付け

ば 6 月 5 日に目標額に達成いたしました。 

私のような委員長が目標額に達成出来たのも皆様

のご協力があってのものだと感謝の気持ちで一杯

であります。 

残り少ない日でありますが最後までニコニコ箱へのご協力宜しくお願いします 

 

 

◆米山奨学委員会     空門 満也 委員長 

本年度、抽選の結果米山奨学生を迎えることが出来

ず、不在という形で一年過ぎてまいりました。 

 

本年度は、地区の米山 奨学委員会とクラブとの繋

ぎ役として、米山奨学豆辞典の配布や、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を

させていただきました。また米山月間では例年米山奨学生による卓話でしたが、本年

は不在ということ、また米山記念奨学会、財団設立５０周年ということで財団設立 50

周年記念 DVD「世界へ届け 米山の架け橋」をご視聴頂きました。このビデオは１５分

程度のものでしたので、残り 15 分程度で米山記念奨学事業についての成り立ち歴史

等パワーポイントを用いましてお話しする予定でしたが時間の都合上かつあい致し



 

 

ました。その内容については週報の No.2397 に掲載させていただきましたので、また

ご一読いただければと思います。 

 

まことにつたない米山奨学委員長でしたが大東ロータリークラブの会員の皆様のご理解

とご協力により１年間終えることが出来ました。まことにありがとうございました。 

 

 

 

◆インターアクト委員会  中野 隆二 委員長 

本年度、インターアクトクラブ委員長を担当し地区

出向をさせて頂きました。 

まず７月１０日大阪桐蔭中学校高等学校におきま

して大阪桐蔭 IAC 例会が執り行われ 橋本会長

の卓話では、インターアクトクラブの部員が９名か

ら２１名に増えられたことの喜びと、我々の活動は

奉仕を目的としたことの説明をされ、将来リーダーとして卒業後はローターアクトク

ラブ、そしてロータリアンとなれる人材として成長してほしいと語られ、インターア

クターの皆様が熟知して戴けたことと考えます。そして海外研修は、８月３日～６日

まで 3 泊 4 日の行程で香港マカオへ行って参りました。現地では RID３４５０地区

インターアクトクラブの皆様に受けいれを頂き、様々な異国間交流事業を通じ、両国

を尊重出来、国境を越えた友情が芽生えた事と、参加したインターアクターの皆様に

は国際感覚溢れる日本の将来を支えて頂ける人材と成ってくれるものと思います。 

次は１１月５日に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於いて開

催されました。 そして８月に行いました海外研修の報告と各９学校の今年度活動報

告をさせて頂きました。その後は、講師に神戸アジアン食堂バル SALA 黒田尚子先生

にお力添えをいただき、「食による国際理解‐豊かさの分配と奉仕」をテーマに講演

会を開催しインターアクターの皆様でグループワーク後に発表会を行いました。そし

て結びに各９学校のインターアクター代表からのご挨拶にて、「日々インターアクト

クラブへ参加し大変貴重な経験をさせて頂き感謝致しております」と、各ロータリー

クラブの皆様へ御礼の言葉を頂戴しました。そして６月３日には相愛中学校高等学校

におきまして新入生歓迎会がおこなわれ、 新加盟予定のアサンプション国際中学校

高等学校含め１０学校の皆様と「大阪再発見」をテーマに掲げグループに分かれて、

相愛中学校高等学校より行き帰りを含め２時間以内の範囲で現地踏査をおこない、各グ

ループが発見された大阪の魅力の発表会を行いました。 

大東 RC 橋本会長はじめメンバーの皆様には日頃よりインターアクトの活動にご理

解とご支援いただけましたことを心より感謝を申し上げます。本年度は第２６６０地

区の副委員長として出向させて頂き大変貴重な経験をさせていただきましたことに



 

 

御礼を申し上げます。一年間誠に有難うございました。  

《 今年度事業報告》 

７月１０日 大阪桐蔭 IAC 例会 

８月 ３日～６日 海外研修 香港マカオ（３４５０地区） 

１１月 ５日 年次大会（相愛中学校高等学校） 

６月 ３日 新入生歓迎会（相愛中学校高等学校） 

 

 

◆会計           木村 克己 会計 

 本年度は 50 周年ということで、実行委員

会の方で財務部門副委員長を兼務致しまし

た。本会計１，３００万円、ニコニコ会計３０

０万円、50 周年実行委員会２，０００万円、総額３，

５００万円のお金を管理させて頂いた事になりま

す。特に周年実行委員会の事業部門及び式典部門に

ついては予算規模が大きかったにも関わらず、各担当部門メンバーのご尽力により予

算から大きく逸脱することなく決算を終えられたことには感謝申し上げます。又、式

典開催に対しては会員皆様の登録料による多大なご支援をいただいた事にも感謝申

し上げます。 

一年間本当にありがとうございました。 

 

 

◆S.A.A          間  紀夫 S.A.A 

50 周年という節目の年に SAA を務めさせていただ

き、身の引き締まる思いの１年間でした。この１年

間は例会の円滑かつ効果的な進行を心掛けてまい

りましたが、皆様のご協力のもと、何とか最低限の

役目は果たせたのではないかと安堵しております。 

他方で、私自身の独自色を出す余裕までは持つこと

が出来なかったことは反省すべきところであったと考えております。 

最後に除幕式、50 周年式典・祝宴の司会という大役を努める機会をいただけたことは、

私にとって大変名誉なことでありました。 

会員諸兄のご協力に、あらためて感謝申し上げます。 



 

 

◆会長エレクト  中嶋 啓文 会長エレクト 

会長エレクトよりご挨拶いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１８～２０１９年度の集合写真を７月 3 日（火） 

例会終了後に撮影いたします。 

７月 3 日は上着着用で起こし下さい。 

 
 

2017～2018 年度 第 4回 クラブ戦略委員会 開催 
 
 
 

6月 19日(火) 例会後、大東市民会館大会議室に於いて、 

第 4 回 クラブ戦略委員会が開催されました。  


