
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
今 期 累 計 84,000円 

年 間 予 算 2,500,000円 

達 成 率 3.36 ％ 

 
 
 

・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～ 

・7/31  休会 

 

・8/2-5  ｲﾝﾀｰｱｸﾄ海外研修 

・8/14  休会 

・8/21  クラブ奉仕 情報集会 18：00～ 

・8/28  休会 

 

 

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 17 日   No.2427   H30.7.10 (No.2426 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（7月 10 日分） 

会員数 40名 出席数 30名 欠席者 4名 

特定免除 6名 その他免除 0名 

出席率 88.24％ 

 

前々回 6月 26分 

ホームクラブの出席者 31名  88.57％ 

メークアップの結果 33名 

特定免除 3名  その他免除  0名 

欠席者 2名  修正出席率 94.29％ 

後面に記載 

「会員増強月間に因んで」 

担当 会員増強委員会 大東  弘 委員長 
ゲストスピーカー  

くずは RC 直前会長 山口 尚志 氏 

 
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 17 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 24 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 

 

「新年度の方針発表」 

 各委員長 



 

 

 
 

こんにちは。 

先週お配りしました、『ガバナー月信 7 月号』

で、「地区ビジョン」や「地区中期５カ年目標」「10

項目の地区方針」が掲載されております。読んで

いただければ解ると思いますので、ここでは説明

を省かせていただきます。 

しかしながら、ＲＩや地区の考え方を報告する

のがお役目ですので、 今日は、2660 地区山本ガバナーの考え方をご紹介させてい

ただきます。 

地区はＲＩとクラブを繋ぐ役目にある。ＲＩのテーマをクラブに実行していただ

く為のサポート役に徹せなければならない。という考えで、あえて地区のテーマを

掲げておられません。 

地区中期５カ年目標で次の三つの戦略的目標を掲げておられます。 

①「クラブのサポート強化」 

②「人道的奉仕の重点化と増加」 

③「公共イメージと認知度の向上」です。 

この１番に掲げられている「クラブのサポート強化」で、山本ガバナーは「ＲＩ

は、全世界のロータリークラブを会員として組織され、ロータリー全体の管理組織

です。ガバナーは、ＲＩから地区に派遣され、地区を管理し、そしてクラブをサポ

ートするために存在します。 

他方、クラブは 1962 年国際ロータリー基本方針に、「地方的実情においてＲＩの

方針を解釈し実行するにあたり最大の融通性を認めるもの」とされているとおり、

ロータリーの目的を無視し、また逸脱しないかぎり、奉仕活動を自主的に行うこと

が認められています。 

したがって、ガバナーは一方的にクラブを指示命令する立場にありません。 

その前提にたったうえで、ＲＩのビジョンや戦略計画があり、18-19 年度のテー

マが「BE THE INSPIRATION」です。全世界のロータリークラブは、この方向に向か

って行動することになりますが、ガバナーはクラブの主体的な活動をサポートしま

す。」と言われております。 

そして、「地区５カ年目標」の 18-19 年度の具体的な目標も掲げられました。 

「クラブのサポート強化」に関する目標は 

１ 現会員を維持する 

２ クラブの会員数を増やす 

３ 新クラブを結成する 

４ 女性会員、40 歳未満の会員、ロータリーに入会するローターアクターの数を

増やす 

中嶋 啓文 会長 
会長の時間 



 

 

「人道的奉仕の重点化と増加」に関する目標では 

５ ポリオ撲滅活動への現金寄付と地区からＤＤＦ寄付を増やす 

６ ＤＤＦを利用した地元や海外での地区補助金ならびにグローバル補助金を増

やす 

７ インターアクトとローターアクトが地元のロータリークラブや地域社会と一

緒に、奉仕プロジェクトに参加するよう促す 

８ 年次基金への寄付を増やし、2025 年までに 20 億 2500 万ドルの恒久基金を達

成する 

「公共イメージと認知度の向上」に関する目標では 

９ ポリオ撲滅におけるロータリーとロータリアンの役割の周知を図る 

10 ロータリーへの認識を高め、「世界を変える行動人」キャンペーンを推進する 

11 ロータリーショーケースとアイデア応援サイトを利用したり、クラブ  史

を記録することでロータリークラブのプロジェクトに対する認識を高める 

以上です。 

最期に、「国際ロータリー2660 地区とは、81 クラブ、3690 名の会員の皆様のこと

です。主役は地区ではなく、クラブです。」と言われております。 

我々が主役です。ロータリーの名を汚さないよう心掛けていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2018～2019 年度 第 1回 クラブ戦略委員会 開催 
 
 
 

7 月 10 日(火) 例会後、大東市民会館大会議室に於

いて、2018-19 年度 第 1 回 クラブ戦略委員会が開

催されました。  



 

 

 

◎ニコニコ箱委員会                    森岡 信晶 委員長 

・大阪桐蔭中学・高等学校 インターアクト例会にご参加ありがとうございました 

 西日本集中豪雨の被災者の皆様にお見舞い申し上げます  中嶋 啓文 君 

・森田委員長 インターアクト例会大変お世話になりました 木村 克己 君 

・中嶋会長 インターアクト卓話すばらしかったです  田川 和見 君 

・2017-18 年度 委員長無事 終了   

アメリカに行って来ました     上田 正義 君 

・中嶋会長ありがとうございました 感謝    中野 秀一 君 

・中嶋会長 インターアクト卓話ありがとうございました  

又お世話になりました 感謝     東村 正剛 君 

・インターアクト例会 森田委員長大変ご苦労様でした  

中嶋会長 ごちそう様でした     空門 満也 君 

・インターアクト例会 森田委員長お疲れ様でした  

中嶋会長 お世話になりありがとうございました   中野 隆二 君 

・メークアッフﾟ無し お詫び     森脇 克弥 君 

・大東さん、間くん、そして親睦委員会のメンバーの皆様  

福岡ではお世話になりまして有難うございました  

休みが続いた為、ニコニコが遅くなり申し訳ございません 感謝 森脇 克弥 君 

・インターアクト例会 ありがとうございました 中嶋会長、空門さん、東村さん、 

中野 隆二さんお世話になりました    森田 武雄 君 

・みな様のニコニコに感謝      森岡 信晶 君 

 

 

 

      

◎国際奉仕委員会       杉原 巨峰 委員長 

2018 年 5 月に当クラブは NPO 法人国境なき奉仕団と協同でミャンマー連邦エーヤワ

ディー管区ティアリ村ティアリ小中学校の子供たちに文具の寄贈を行ってまいりま

した。 

この村は 2008 年のサイクロン・ナルギスにより壊滅的な被害を受けた海抜ゼロメー

トルのデルタ地帯にあります。同地域は最大都市ヤンゴンから遠く離れ、政府のイ

ンフラ整備も行われていない貧困地域です。被災地の復興と子供達の教育環境の向

上の為、NPO 法人国境なき奉仕団は学校建設や遊具の設置、支援物資の援助などを継

続的に行ってきました。 

本年度、大東ロータリークラブも国際奉仕事業として同 NPO と連携し、およそ 300

人の生徒を対象とする飲料水を確保する為、同小中学校敷地内に雨水貯水タンク設

置事業を協同で行う事となりました。 

本事業を支援する為、下記の通り募金を受付いたします。会員の皆様には暖かいご

理解とご支援を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 

委員会報告 



 

 

◎インターアクト委員会          森田 武雄 委員長 

7 月 9 日、大阪桐蔭中学校高等学校に於きましてインターアクト例会が行われました。 

ご参加いただき誠にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ゴルフ同好会       山田 伸 キャプテン 

2018-19 年度 ゴルフ同好会の希望者表を受付に置いております。 

年会費は３万円、８月より徴収させて頂く予定です。 

多数の会員の皆様のご参加よろしくお願い致します。 

 



 

 

 

       
「 新年度の方針発表   」 

 

●会員増強委員会(職業分類委員会・会員選考委員会) 

      大東  弘 委員長 

会員増強は、当大東ロータリークラブにおいても、

最とも重要な課題の一つであります。 

しかしながら会員増強は１人の力で出来るもので

はありません、 

中嶋会長の基本方針にある、会員相互が助け合い、

輪になっていけるクラブ、そして有意義で自由なロータリーライフを皆さんと共に

実践し、益々魅力・個性ある元気なクラブを構築することが、会員増強の根幹であ

ると考えます。 

また、本年度は委員会構成が変更され、当会員増強委員会に「職業分類・会員選考」

両委員会が含まれたことにより、ルールに従い迅速に審査してまいります。 

55 周年を 50 人のメンバーで迎えるための初年度として会員増強委員長を微力なが

ら務めてまいりますので皆様のご協力を宜しくお願いします。 

 

 

●ロータリー情報委員会（規定委員会） 

           小川 芳男 委員長 

ロータリー情報委員会委員長の職は、私が前回務め

させて頂いた 2014-15 年度までは、幹事の翌年の役

職としてあり、何十年と踏襲されてきました。そし

てクラブ奉仕も、副会長の兼任の職としてあり、同

じく何十年と踏襲されてきました。ところが、会長

予定者の退会辞退等があり、その年度は、会長エレクト・副会長・クラブ奉仕・ロ

ータリー情報の 4 つの理事役員職を一人が受け持つ事になっていました。そこでそ

の次の年度、クラブ奉仕とロータリー情報の委員長職をクラブの重鎮であり会長経

験者である樋口会員と岡本会員に依頼し、快諾を頂きました。何十年と続いた 2 つ

の役職の習慣が、この時変わりました。数年前での出来事でありますが、ここに再

度報告します。 

ロータリー情報委員会は、会員にあらゆるレベルのロータリーの歴史、綱領、規模、

活動、規定に関する情報を提供し、また、会員候補にロータリークラブ会員の特典

と責務に関する情報を提供し、入会してから最初の１年間、新会員のオリエンテー

ションを監督するものとする。と細則にあります。全会員の皆様のご協力を宜しく

お願い致します。 

先週の卓話 



 

 

●プログラム委員会     小林 誉典 委員長 

今期、年間の例会日は37回でやや減少しています。

その内、各役員、委員長が発表される日を除く、13

回の卓話を、前期に発表の機会がなかった方にお願

いしました。従いまして、久ぶりの卓話になる方が

多く内容が楽しみにされるところです。又、急用な

どで欠席された場合の緊急卓話も 2名の方にお願い

はしていますが、なるべくは発表者間での交代で対応したいと思っておりますが、

何よりも皆様のご協力をよろしくお願い申しあげます 

 
 

●親睦活動委員会（出席委員会）間 紀夫 委員長 

ロータリー活動において、会員相互の親睦は活動の

根幹となります。本年度は若手新会員も入会し、さ

らに若い力にあふれた委員会構成となりますが、諸

先輩方が築き上げてこられた５０年の伝統を継承す

るとともに、若いエネルギーをもって次の５０年に

繋がる新たな第１歩を、踏み出したいと思います。 

そのために、今、一度、親睦の原点に立ち返るとともに、本年度中嶋会長のテーマ

でもあります『もっと自由に、 愛をこめて』をふまえて、有意義な奉仕活動の基

礎となる会員同士の交流、信頼、友情を醸成するため、自由で楽しく、そして愛に

満ち溢れた例会、家族会、クリスマス会となるよう努力してまいります。 

大東ロータリークラブの会員の皆様におかれましては、ご理解とご協力のほど、よ

ろしくお願い申し上げます。  
  
【 事業計画予定 】 

1. 例会設営  

2. 秋の家族会  １０月２日～１０月３日  

3. 第４８回 クリスマス会 １２月１１日  

4. 春の家族会 ４月２日    

 

 

●広報（会報 雑誌）委員会 山田 伸 委員長 

今年度のテーマを念頭におきそれを当委員会では

どのようにしていけば実現できるかを考え、行動、

発信していきたいと思います。 

ひとつに対外的な広報は十分であるか、各奉仕委

員会の活動は一般の方々のロータリーに対する認

識、理解を普及させるには非常に効果的であり、



 

 

それを知ってもらえるように、ホームページの活用やフェイスブックへの投稿を積

極的に行いたいと思います。 

自らがすべての行事に参加して、その活動をリアルに伝えたいと思います。 

クラブの例会が円滑に行われるようにクラブの奉仕活動の情報の共有手段としての

会報は正確かつ楽しめる紙面になるように心がけていきます。 

会員の皆様や各委員会からの投稿を募っていきたいと思います。 

 

『ロータリーの友』は RI の方針や全世界のロータリアンならびにロータリークラブ

の活動を国内の会員に紹介して海外のロータリー活動に対する興味を高めるもので

あり、国内の各ロータリークラブの活動を紹介し掲載して親睦をはかりロータリー

精神の養成や活動の発展を本来目的としているので、会員の皆様にさらなる熟読を

促していきたいと思います。 

また大東ロータリークラブの活動が掲載されるように投稿していきます。 

 

 

●会 計          中野 秀一 会計 

本年度、中嶋会長が提唱されたスローガン『もっと

自由に、愛をこめて』を根底に、各委員会の高潔で

高い倫理観を持った事業が企画立案され実行され

ていく過程において、会計の立場から側面的にサポ

ートをしながら、更に魅力あるクラブへと発展する

一助となるよう務めてまいります。皆様には適正明

朗な会計になるようご理解とご協力を宜しくお願い致します。 

 

 

●Ｓ.Ａ.Ａ         東村 正剛 S.A.A 

S.A.A は、例会やその他の会合で、会が秩序正しく

楽しい雰囲気で運営されるための進行役を務め、会

場監督であります。円滑に効果的な例会が行われる

ように務めていきたいと思います。 

私語の防止、座席の整理や食事、配布資料等のチェ

ックの他、親睦活動委員会とも連携・協力し、共に

来客や会員を笑顔で迎え入れるよう心がけます。例

会途中での退席者への注意も任務の一つだと思います。 

本年度、中嶋会長の方針である『もっと自由に、愛をこめて』のもと個人の自由な

発想で出来る時に出来る事をするという未来志向型で、当クラブの伝統と歴史を次

代へ繋げていきたいと思います。結びに、有意義で楽しい例会進行が出来るよう精

一杯務めて参りますので皆様のご指導とご鞭撻の程宜しくお願い致します。 


