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◆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？

（会報）

大東ロータリー会長テーマ

「もっと自由に、愛をこめて」

国際ロータリー会長

２０１８年～２０１９年度

インスピレーションになろう

国際ロータリーのテーマ

平成 30 年 7 月 10 日
今週の予定

No.2426

（7 月 10 日）

「新年度の方針発表」

次週の予定

（7 月 17 日）

「新年度の方針発表」
各委員長

先週の例会報告

H30.7.3

(No.2425 の例会記録)
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◆ 出席報告（7 月 3 日分）
会員数

40 名

出席数

特定免除 2 名
出席率

34 名

その他免除

欠席者 4 名
0名

89.47％

ニコニコ箱

前々回 6 月 19 分
ホームクラブの出席者 29 名
メークアップの結果

82.86％

33 名

特定免除 3 名

その他免除

欠席者

修正出席率 94.29％

2名

0名
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中嶋

会長の時間

啓文

会長

改めまして、こんにちは。
2018‐2019 年度会長という大役を仰せつかり
ました、中嶋啓文です。新年度を迎え、ここに立
たせていただいた今、緊張感と身の引き締まる思
いであります。また、大丈夫だろうかという危惧
の念で一杯であります。
会員の皆さまには、一年間ご協力の程をよろし
くお願い申し上げます。
橋本前会長ならびに佐藤前幹事・理事・委員長の皆さま、そして藤本創立 50 周年
実行委員長を始め、すべてのクラブ会員の皆さま、本当にご苦労様でございました。
『半世紀“2067”への架け橋

奉仕の継承と変革』の基本方針のもと創立 50 周年の

節目の年を素晴らしい一年としていただきました。会員の皆様の英知と努力の結集
で、クラブの伝統と品格と威厳をクラブ内外に、見せつけていただきました。その
年に実行副委員長として、また、国際奉仕委員長として関われたことは、非常に光
栄に思っておりますと共に感謝をしております。
素晴らしい一年でありました。
僕は、平成 21 年（2009 年）の 7 月 7 日に谷中清孝先輩と今は亡き植田恭平君の
推薦で入会させていただきました。七夕の日でありました。
ちなみに、今日 7 月 3 日はソフトクリームの日だそうです。1951 年（昭和 26 年）
僕の生まれた年でありますが、明治神宮外苑で行われた進駐軍主催のカーニバルの
模擬店で、日本で初めてソフトクリームが販売されたそうです。
1981 年（昭和 56 年）「同性愛の男性だけがかかる原因不明の癌」の存在をＮＹタ
イムズが報道した日でもあるそうです。のちにエイズとして認知されました。明日
であれば、アメリカ独立記念日でアメリカでは花火もうちあげられる日なのですが。
1990 年大東青年会議所の理事長を仰せつかった前年の暮れに「ベルリンの壁の崩
壊」がありました。本年度も年度前の 6 月に「米朝首脳会談」が行われ、新しい時
代の幕開けと同時期に会長という大役を仰せつかるんだと、思った矢先、大阪北部
を震源に震度６弱の地震に見舞われました。幸い大震災と呼ばれるような被害は出
ておりませんが、４名の方がお亡くなりになり、多くの負傷者や家屋等に被害もで
ております。これはまだ、続くのかもわかりません。先行きに、大きな不安を持た
されております。
しかし、この 50 年の輝かしい歴史のあるクラブを礎とし、これからの 50 年の第
一歩を踏み始める光栄をいただきました。このクラブの名を汚さぬよう「愛を込め

て」精一杯、頑張る所存でございますので、皆様の今まで以上のご協力をお願い申
し上げまして、本年度最初の、会長の時間とさせていただきます。一年間どうぞよ
ろしくお願い申し上げます。
ありがとうございました。

大川会員の音頭で

ゴング引渡し

「乾杯！」

2017-18 年度 橋本会長、佐藤幹事への
記念品と花束贈呈

幹 事 報 告

「お疲れ様でした」

木村

克己

幹事

＜理事会報告＞
1. 理事役員、委員長方針の件

・・・・・承認

2. 年間計画（プログラム）の件

・・・・・承認

3. 一般会計、ニコニコ会計予算案の件
本会計寄付金 ロータリーレート\108 を￥110 に訂正

・・・・・承認

4. インターアクト海外研修の件

・・・・・承認

5. 市民まつりの件

・・・・・承認

6. ミャンマーティアリ小中学校へ雨水貯水タンク設置事業する募金活動
並びに大東ロータリークラブ名義使用する件
7.第 34 回青少年健全育成市民大会協賛の件

・・・・・承認
・・・・・承認

委員会報告
◎ニコニコ箱委員会
森岡 信晶 委員長
・誕生日 自祝
今年もよろしく
髙島
登 君
・誕生日 自祝
佐藤 多加志君
・誕生日 自祝 新年度一年間よろしくお願いします
柿木
篤 君
・誕生日 自祝
西山 潤一 君
・新年度が始まりました 一年間どうぞよろしくお願い致します 中嶋 啓文 君
・中嶋会長、木村幹事 一年間がんばって下さい！
田川 和見 君
・此度 隣の人間国宝に認定されました
放映は 7 月 13 日午前 10 時頃 自祝
大川 進一郎君
・1 年間よろしくお願いします
大矢 克巳 君
・一年間宜しくお願い致します
杉原 巨峰 君
・佐藤さんありがとうございました 感謝
中野 秀一 君
・生駒くん、樋本くん ご入会おめでとうございます
SAA 一年間よろしくお願いします 感謝
東村 正剛 君
・杉原さん、楽しい時間をありがとうございました
間
紀夫 君
・本年度も宜しくお願い致します
中野 隆二 君
・中野隆二さん先日はお世話になりました
中崎
諭 君
・1 年間よろしくお願いします みな様のニコニコに感謝
森岡 信晶 君

★子ども発達支援センター 夏まつりのご案内★
日

時︓平成３０年７⽉１３日（⾦）午後６時から

場

所︓⼤東市⽴子ども発達支援センタ－

※ご都合のつく方、ご参加ください。

７月のお花
今月の誕生日花は、新年度を迎えるに当たり、季節的にふ
さわし花言葉でアレンジ致しました。
真っ白な八重咲き百合は品位を表す花で、花言葉は「純
潔・威厳」となっています。
ヒマワリは夏のサンサンと輝く太陽に真っすぐ向いて咲
き続けますことから「あなたを見つめる」となっています。
お誕生日を迎えられたメンバーを始め、当クラブも更なる
第一歩の年度になります。
是非、本年度中嶋会長を花言葉の様に「見つめ続け」
て素晴らしい一年になりますように。
お誕生日おめでとうございます。

先週の卓話
「

新年度の方針発表

●会

」

長

スローガン

中嶋

啓文

会長

『もっと自由に、愛をこめて』

ロータリーの目的は、『意義ある事業の基礎として
奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。』とさ
れています。
この精神をつねに心に抱いて５０年もの間築きあげ
られてきたこの伝統ある大東ロータリークラブを更
に飛躍させるのは、今ある我々の力に懸かっています。

本年度ＲＩ会長

バリー・ラシン氏は、「インスピレーションになろう Be The

INSPIRATION 」をテーマに掲げ、ロータリーの奉仕は、人びとの人生、そして地
域社会を変えるものです。真に変化を生み出す奉仕をもっと実現するために、私た
ちは、ロータリーでの自分の役割、そして世界におけるロータリーの役割をこれま
でとは違う角度でとらえる必要があります。一番大切なのは、前向きな変化を生み
出し、今日直面する課題に勇気と希望、そして創造性をもって正面から立ち向かう
意欲を、クラブ、地域社会そして組織全体から引き出すための「インスピレーショ
ン」となる必要があるのです。
ロータリーのメンバーを、クラブを、地域をもっと元気づける行動力を発揮するこ
とが大切だと述べておられます。

第２６６０地区ガバナー

山本博史氏は地区のテーマやスローガン等はつくらず

ＲＩ会長のテーマに沿って１０項目の方針を掲げられました。

ロータリークラブのメンバーは、『職業上の高い倫理観を保ち、役立つ仕事はすべて
価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔
なものにすること』（ロータリーの目的第２項）と定義されています。
これ自体がまさに奉仕そのものだと考えます。利益を生み出すことは非常に大事な
ことです。それにより周囲の人々が潤い、地域が国が世界が潤っているのです。
儲けることは大切です。日本では「儲ける」ことを一言で言い表していますが、英

語圏内では、周りを楽にする働きによって、その機能をはたして得られる利益を「プ
ロフィット」といい、逆に単なる利ザヤ稼ぎを「ゲイン」と言って使い分けていま
す。一方が損をした分だけ一方が儲かるというような性質のゲインより、周りに喜
んでいただいた分だけ儲かるプロフィットを実行したいものです。
『ロータリアン一人一人が個人として、また事業及び社会生活において、日々奉仕
の理念を実践すること』（ロータリーの目的第３項）にもなります。

ロータリークラブは高潔性と高い倫理観を持った個々の集まりで成り立っています。
クラブが何をしているかではなく、クラブに入っている人が何をしているかです。
お役所的な感覚で、消化する為の予算主義は捨て、未来志向で可能な事業の企画提
案が必要です。それが５年後１０年後でも描いたことが実現できるように行動して
ください。時間をかけて熟成していく事もあります。ロータリークラブに入会して
いるそのことに意義があり、結果としてクラブを通じての奉仕になると考えます。
ＲＩや地区負担金、ロータリー財団や米山奨学寄付金等で世界にお役立ちが出来て
います。
個人の自由な発想で、できるときにできることをするべきです。

クラブ戦略委員会を２年前から立ち上げました。本年度も引き続き委員会を継続し
て行きます。橋本直前会長の委員長のもと、クラブの将来のあるべき姿を考え、そ
の実現に必要な改革・改正を行って行きます。

クラブを継続して行くためにはやはり会員の増強が必要です。昨年より年会費を上
げさせていただきました。クラブの運営に必要な額を確保するためと、『多くの知り
合いを広めることによって奉仕の機会とすること』（ロータリーの目的第１項）です。
目標は会員数を当クラブの５５周年には５０名を確保することです。

「古い皮袋に新しい酒を」
５０年という歴史を十二分に尊重し理解しつつ、その中でも、いままで盲目的に踏
襲してきた悪しき慣習の見直しを始めます。経験と実績の多寡に拘わらず、すべて
のメンバーによってスムーズな運営ができるよう、「四つのテスト」と照らし合わせ
ながら改善して行きます。

もっともっと会員相互が助け合い、輪になっていけるクラブを、益々魅力ある、個

性ある元気なクラブを、そして有意義で自由なロータリーライフが送れるクラブを
目指して行きます。

５０年を過ぎ、伝統ある大東ロータリークラブの５１年目の会長に就任させていた
だきました。私自身非常に光栄なことと身の引き締まる思いです。
これからのクラブを引っ張っていけるリーダーの育成と、クラブの将来を見据えて
いく「当番」として頑張らせていただきます。
本年度も会員諸兄のお力添えをお願い致します。

●クラブ奉仕委員会

藤本

和俊

委員長

クラブ奉仕委員会の特定分野に設置された各委員
会の諸責務を遂行できるように連携・協力をし、
クラブの円滑な運営並びに会員全員が魅力あるロ
ータリーライフを楽しめるように目指していきま
す。特に本年度中嶋会長方針に基づく、５５周年
に向けての５０名の会員増強、そして会員相互が
助け合い、輪になり、有意義で自由なロータリーライフが送れる、そのような組織
を活性化するべき活動など支援してまいります。

●職業奉仕委員会

柿木

篤

委員長

ロータリーの根幹である職業奉仕委員長という
大役をいただき、光栄であるとともに、その重責
の重さに身の引き締まる思いであります。
中嶋会長が掲げられた本年度のスローガン『もっ
と自由に、愛をこめて』を活動方針とし、ロータ
リアンとして高い倫理観をもって、職業を高潔な
ものとし、奉仕の理想を実践することで、地域社会がより良くなるように活動して
まいりますので、メンバー諸兄のご協力を宜しくお願い致します。

●社会奉仕委員会

中

恒夫

委員長

会長のスロ－ガンであります『もっと自由に、愛
をこめて』を基本に社会奉仕委員会では、市民祭
りの協力、募金活動、交通安全運動、など継続事
業への参加をすると共に大東ロータリークラブの
地域社会に対して公共イメ－ジの向上に努力して
まいります。また、地域に対して今ロータリーク
ラブがどのように他団体とどうかかわっていくかを今一度考え直す時ではないかと
思います。継続事業も大切ではありますが、もっと自由に社会貢献できます様に見
直してまいります。今年１年皆様の御協力と御理解頂けますようにお願いもうしあ
げます。

●国際奉仕委員会

杉原

巨峰

委員長

昨今、我が国を含む世界各地において、異常気
象による自然災害や、紛争、飢餓が頻繁に発生
しています。
国際奉仕委員会では、ロータリーの基本理念で
ある「奉仕の精神」をもって国際社会における
現象に目を向けて、本年度中嶋会長スローガン
にあります『もっと自由に、愛をこめて』を精
神に、必要とされる世界平和の実現に具現化すべくお役にたてるよう努力致したい
と思います。
ＷＣＳ事業について、当クラブで 2 年続き本年度は台北雙溪 RC 側で行われる予定
であります。当クラブは、寄付金を拠出させて頂くことになります。台北雙溪 RC
とは、更なる 50 年の第一歩として、交流、連携、相互理解を深めて参りたいと思っ
ております。
又、ネパールカトマンズ西 RC との友好クラブ締結に伴い、今後の交流のあり方を
も考える必要性があると考えています。
会員皆様のご協力をお願い致します

●青少年奉仕委員会

空門

満也

委員長

本年度青少年奉仕委員会委員長に任命してい
ただきました空門です。
青少年奉仕におきましてロータリアンの責務
とは年齢 30 歳までの若い人すべてを含む青少
年の多様なニーズを認識しつつ、よりよき未来
を確実なものとするために青少年の生活力を
高めることによって、青少年に将来への準備をさせることとなっております。すべ
てのクラブと地区は青少年の基本的ニーズ、これは

健康、人間の価値、教育、自

己開発ですが、それを支援するプロジェクトの着手するよう奨励されております。
RI の常設プログラムとしては当クラブも担当しておりますインターアクトをはじめ
として、ローターアクト、ライラといわれるロータリー青少年指導者養成プログラ
ム（Rotary Youth Leadership Awards)、ロータリー青少年交換とあります。
当クラブも本年度で第 39 回を迎える大東ロータリークラブ旗争奪少年野球大会や
第 13 回になる大東市小中学生弁論大会など独自の事業に取り組んでおります。
現在、少子化や高齢化、情報化の急速な進展などにより青少年をとりまく環境は大
きく変わっております。そんな環境下でスポーツや文化活動、ボランティア活動な
どに取り組んでいる青少年が多くいます。自らやりたいことを見つけ、やり抜く力
を身に着けることは、将来の社会生活においても非常に有益なことであり、そのた
め様々な体験をとおして、感性を磨いておく必要があります。そしてその中で他者
との関係づくりの必要性やコミュニケーション能力の育成、そして命を尊重するこ
ころなど規範意識を育んでいくことが重要であると考えられます。
そういった意味合いからでも当クラブが長く取り組んできた大東ロータリークラブ
旗争奪少年野球大会や大東市小中学生弁論大会は非常に意味合いの深い事業だと感
じており、本年もこの事業をその思いの基、推進して参りたいと考えております。
結びに、本年度初めて理事を担当させて頂きます。まだまだ分からないことも多く、
不行き届きの点多々あろうかとは思いますが、皆様のご指導ご鞭撻の程宜しくお願
い致します。

活動計画 ■ 第 39 回大東ロータリー旗争奪 少年野球大会
■ 大東市小中学校生弁論大会
■ 青少年奉仕月間に因んで（卓話）
■ 情報集会
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本年度中嶋会長のスローガン『もっと自由
に、愛をこめて』の基、新たな５０年のス
タートに相応しい一年となるように役
員・理事・委員長の皆様と共に切磋琢磨し
ながら職務を全うしたいと考えておりま
す。本年は委員会構成も大幅に変更になり
ましたので、新たな気持ちでクラブ運営に
取り組むと共に自由な発想、そして常に心に愛をもって挑みます。
会員諸兄皆さまのご協力をよろしくお願い致します。
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