
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2017-18 年度累計 2,241,100円 

年 間 予 算 2,000,000円 

達 成 率 112.06 ％ 

 
 
 

・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～ 

 

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 
 
 

◆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 7 月 3 日   No.2425   H30.6.26 (No.2424 の例会記録) 

大東ロータリー会長テーマ 

「もっと自由に、愛をこめて」 

◆ 出席報告（6月 26 日分） 

会員数 38名 出席数 31名 欠席者 4名 

特定免除 3名 その他免除 0名 

出席率 88.57％ 

 

前々回 6月 12分 

ホームクラブの出席者 25名  80.65％ 

メークアップの結果 29名 

特定免除 7名  その他免除  0名 

欠席者 2名  修正出席率 93.55％ 

後面に記載 

「新年度の方針発表」 

 会長・幹事・奉仕委員長 

「新年度の方針発表」 

 各委員長・会計・ＳＡＡ 

 
２０１８年～２０１９年度 

 
国際ロータリーのテーマ 

 
国際ロータリー会長  

 
バリー・ラシン 

今週の予定   （7 月 3 日） お知らせ 

創立 1967 年 12 月 26 日 
■会長 中嶋 啓文 
■幹事 木村 克己 
■広報委員長 山田 伸 
（会報） 

次週の予定   （7 月 10 日） 

先週の例会報告 

ニコニコ箱 

 
インスピレーションになろう 

 



 

 

 
 

日本中が注目しているサッカーワールドカップ

は、予選リーグが行われ日本は FIFA ランキング日

本 61 位で、格上のチームに善戦をしています。コ

ロンビア（16 位）勝ち、セネガル（27 位）引き分

けの１勝１分として、28 日 23:00 にポーランド（8

位）との決勝進出を掛けた最終戦が行われます。日

本代表の選手に応援をしたいと思います。 

沖縄では、梅雨が明け連日 30 度を超えているようですが、近畿地方では本格的な

梅雨の季節となりました。大阪北部地震が発生し危険とされる１週間が経過いたし

ました。塩釜東ＲＣの佐々木さんの話では、東日本大震災では約 1 カ月後に大地震

が発生したという事です。これから梅雨となり暑い夏がやってきますが、地震に対

する警戒を行い行動したいと思います。 

嬉しい報告です。本日は次年度から入会をして頂く、生駒君と樋本君に来ていた

だきました。クラブを代表して歓迎を致します。会員の皆様は気軽に声を掛けて頂

き、一日も早くクラブの雰囲気に慣れて頂きたいと思います。 

お二人にお願いしたいのは、クラブ活動に疑問に思う、クラブの雰囲気に慣れない

など不安と疑問を感じると思います。ロータリークラブとしての良いところや会員の

人柄が分からないと思いますが、一年間は会員の皆様と交流をし、クラブの流れに付

き合って頂ければ、徐々に理解して頂けると思っています。宜しくお願い致します。 

例会時の会長の時間は本日の 41 回で最後となりました。会長経験者の皆さんから

は、一週間毎に行う「会長の時間」は大変だったことを伺いました。事前に準備を

しようと思い、会員の皆様には関りの少ない農業について会長の時間に充てたいと

考えていました。地区研修セミナーにおいて会長の時間は、クラブ活動やロータリ

ー全般について情報を提供することを推奨されている事を知りました。 

大東前会長は、ロータリーの基本的なことについて話をされました。私は難しい

事は分かりませんので、出来るだけ大東ロータリークラブに関係する話をするよう

に努めました。拙い会長の時間でしたが、一年間例会時にこのような貴重な機会を

頂き、ご清聴頂きありがとうございました。 

これを持ちまして、次年度会長中嶋様に引き継ぎたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

橋本 正幸 会長 
会長の時間 



 

 

 

 

樋本 有伸 君 を紹介いたします。 

 

氏名：樋本 有伸（ひもと とものぶ） 

事業所名所：株式会社中井保険事務所 

所在地：大東市栄和町 3-1 

      072-871-2510 

職業分類：保険生命 

推薦者：大東 弘 東村 正剛 中嶋 啓文 

 

 

 

 

 

 

生駒 智人 君 を紹介いたします。 

 

氏名：生駒 智人（いこま ともひと） 

事業所名所：有限会社 生駒自動車  

所在地：大東市南津の辺町 21-45 

      072-879-3402 

職業分類：自動車整備 

推薦者：東村 正剛 柿木 篤 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新会員紹介 

＜ ⼊会式 ＞ 



 

 

 

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

・誕生日 自祝        西條 義昭 君 

・会長無事終了 感謝      橋本 正幸 君 

・幹事無事終了 感謝      佐藤 多加志君 

・理事役員無事終了       中嶋 啓文 君 

・理事役員無事終了       田川 和見 君 

・委員長無事終了  

改めまして 50 周年実行委員長 大役を終えることができ 

ありがとうございました 感謝     藤本 和俊 君 

・理事役員無事終了  例会欠席お詫び    髙島  登 君 

・委員長無事終了       小川 芳男 君 

・理事役員無事終了       大東  弘 君 

・理事役員無事終了       中  恒夫 君 

・理事役員無事終了       杉原 巨峰 君 

・理事役員無事終了       木村 克己 君 

・理事役員無事終了       中野 秀一 君 

・理事役員無事終了       東村 正剛 君 

・委員長無事終了       空門 満也 君 

・理事役員無事終了       間  紀夫 君 

・委員長無事終了       森岡 信晶 君 

・委員長無事終了 大東親睦委員長大変御世話になりました 中野 隆二 君 

・委員長無事終了 親睦会お疲れ様でした  

大東委員長、間副委員長一年間お疲れ様でした   柿木  篤 君 

・委員長無事終了       西山 潤一 君 

・生駒君、樋本君 宜しくお願い致します  

会員の皆様、一年間ありがとうございました 感謝  橋本 正幸 君 

・大東委員長、間副委員長 お世話になりました  

親睦のメンバー1年間ありがとう！ 来年もよろしく！  田川 和見 君 

・橋本会長ご苦労様でした 中嶋君来年宜しく 感謝  大西 寛治 君 

・橋本会長お世話になりました  

お誕生日 お花コメントのお時間を頂き一年間ありがとうございました 感謝 

 杉原 巨峰 君 

・親睦の打ち上げ、皆様お世話になり有難うございました  

大東親睦委員長大変御世話になり有難うございました 感謝 東村 正剛 君 

委員会報告 



 

 

・大東親睦委員長 一年間お疲れ様でした 親睦委員会の皆様ありがとうございました 

 間  紀夫 君 

・大東委員長 間副委員長 親睦委員会の皆様 お世話になりありがとうございました 

 ニコニコ箱へのご協力ありがとうございました   西山 潤一 君 

・メークアップ無 お詫び      谷中 宗貴 君 

・大東委員長、間副委員長 親睦の皆様、大変お世話になりました 森田 武雄 君 

・大東委員長、親睦旅行お世話になりました 皆さんタフですね 感謝 岡井 康弘 君 

・親睦活動委員会の打上げ楽しかったです 大東委員長ありがとうございました 

         中崎  諭 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2018-19 年度 インターアクト例会 

開催のお知らせ 
 

2018-19 年度 インターアクト例会が 7月 9日に開催されます。 

  

日  時 平成 30 年 7 月 9 日（月） 開催 18；00～ 

場  所 大阪桐蔭本館１階 会議室 

  

* 多数のご参加よろしくお願いします。  

 

 

２０１８～２０１９年度 
 

●次年度予定者 第３回クラブ協議会開催● 
 

６月２６日（火）例会後～、次年度予定者 第３回クラブ協議会が開催されました。 

次回は９月１１（火）例会後を予定しております。 



 

 

 

       
「 今年度の実績報告と反省   」 

 

◆会 長           橋本 正幸 会長 

イアン ライズリーＲＩ会長は、「ロータリ

ー：変化をもたらす」とされ、片山地区ガバ

ナーは奉仕活動について、「柔軟性や自主性

をもって実践する事」とされました。私は「次

の半世紀への架け橋」とし、時代背景に照ら

して、自由で柔軟な奉仕活動を進めて参りた

いと考えました。 

50 周年式典については、初めての取り組みとなる各委員長による事業紹介やこれ

からを担う大学生と高校生による演技、記念事業については大東市に、これから話

題になると思われる三好長慶公の銅像建立を行いました。また、式典前には、水事

業を行った事がご縁となりネパールとの友好締結、台北㩳溪ＲＣと塩釜東ＲＣ、カ

トマンズ西ＲＣによる歓迎晩餐会と新たな取り組みが取り入れられ、会員結集の基

に大東ロータリークラブ独自の 50 周年が出来たのではないかと思っています。 

本日の 17-18 年度第 2424 回例会で、41 回の例会を担当させて頂き、無事に終え

る事ができました。昨年７月５日から始まり、全て例会に出席を行いましたが、秋

の家族会遅参での参加、「小中学校弁論大会」と「関西城郭サミット」、「桐蔭中学高

等学校卒業式」では仕事と他の行事が重なり出席が叶いませんでしたので反省すべ

き点だと思います。その際には、田川副会長が快く引き受けて頂きました。 

年度当初特別委員会の戦略委員会を立ち上げました。前期は周年事業により開催

することができませんでしたが、後期に「会員増強」をテーマに、積極的に会議を

重ねました。 

報告が遅れましたが、本日、職業分類による未充填職業分類一覧を参考にして頂

き、会員増強に役立てて頂きまして会員全員で取り組みたいと思います。 

クラブにとって節目の 50 代会長という大役を務めさせて頂いた事に、唯々感謝

と御礼の一念です。この先は会長経験を生かして、どうクラブに役立てればいいの

かを自身のテーマとして、ロータリーライフの指標にしたいと思っています。 

結びに、周年委員長を引き受けて頂きました藤本会員、あらゆる局面で支えて頂

きました佐藤幹事、加えてご理解とご協力を頂きました全ての会員の皆様に御礼を

申し上げたいと思います。 

一年間、ありがとうございました。 

先週の卓話 



 

 

◆ロータリー情報委員会   髙島  登 委員長 

本年度ロータリー情報委員会としては、入会者が

無かった為、特に活動する事はありませんでした。 

地区においても毎年会員増強の重要さを述べられ

ておられる中、会員増強委員会と共に会員増強が出

来なかったのは残念です。 

一年間ありがとうございました。 

 

 

◆会報・雑誌委員会    森岡 信晶 委員長 

本年度は会報・雑誌委員会といたしまして、大東

ロータリークラブ 50 周年記念事業をはじめとする

各種事業・活動の内容を週報に掲載してまいりまし

た。 

これに伴い、多くの写真、及び映像のデータが集

まり、事務局に多くの事業データを保管することが

できました。当初想定しておりました、皆様の企業の事業紹介につきましては、職

業奉仕委員会との連携により、レリーフ並びに大東ロータリークラブホームページ

への掲載という形で共有できたと感じております。これも、ひとえに会員の皆様方

のご協力があってこそ達成できたものです。お忙しい中、情報提供へのご協力に感

謝いたします。 

1 年間ありがとうございました。 

 

◆ロータリー財団委員会  藤本 和俊 委員長 

ロータリー財団月間であります 11 月 14 日の例

会の卓話にて、地区ロータリー財団委員会 ポリ

オ・プラス小委員会 委員長 廣田 亮彦氏をお招

き致しました。ポリオ撲滅の成果はアフガニスタ

ン 6 件、パキスタン 4 件（野生株による発症）と

なり、まさに「あと少し」の状況です。しかしな

がら２次感染のある国が 72 か国あり絶えず監視しなければなりません。その為にポ

リオ撲滅は大変複雑で多額の資金援助が必要ですというポリオ・プラスの現況につ

いて説明をして頂きました。 

その為のポリオ・プラス基金及び年次基金寄付に皆様方の寄付を呼びかけ、ロータ



 

 

リー財団べネファクター112,000 円、年次寄付金 561,000 円、ポリオ・プラス基金

192,500 円 合計 865,500 円の多額を送金することができました。 

会員皆様方に感謝とお礼を申し上げ実績報告とします。 

 

◆規定委員会      松原 清一 委員長 

事業年度のほぼ半分  入院等より休会していま

した。 

委員長としての業務全うできなかったことをお

詫びいたします。 

 

 

 

 

◆幹事         佐藤 多加志 幹事 

入会 10 年にして「幹事」の大役を仰せつかり

また、50 周年の節目の年もあり重責を痛感いた

しました。これまで、疑問視して来た事や自身の

指針に対し幹事の担いとして他クラブ・地区との

会議等に出席出来、大きな成果を得る事が出来ま

した。ロータリークラブの個を学び今後の糧にな

ると思います。監事としては、会員の皆様にはご不便・ご迷惑をお掛け致しました

事と存じます。しかしながら暖かい友情心で支えて頂いた事は感謝に堪えません。

次年度以降に本年学んだ事を活かして参ります。 

有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□□お知らせ□□ 

第 2660 地区の月信が電子化されたことにともない、会員全員へのメール配信となっております。 

メールアドレスを登録の方へはすでに配信済みですが、まだアドレスを登録されてない方はお早め

にご連絡を事務局までよろしくお願い致します。また、一部受付に置かせて頂きます。 


