
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
今 期 累 計 146,000円 

年 間 予 算 2,500,000円 

達 成 率 5.84 ％ 

 
 
 

・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～ 

・8/25  職業奉仕委員長会議 10：00～ 

・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 24 日   No.2428   H30.7.17 (No.2427 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 17 日分） 

会員数 40名 出席数 32名 欠席者 5名 

特定免除 3名 その他免除 0名 

出席率 86.49％ 

 

前々回 7月 3分 

ホームクラブの出席者 34名  89.47％ 

メークアップの結果 37名 

特定免除 2名  その他免除  0名 

欠席者 1名  修正出席率 97.37％ 

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 24 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   （8 月 7 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 

 

「人生 120 年の選択」 

 池田 實 会員 



 

 

 
 

 こんにちは。 

 西日本の集中豪雨で多くの方がお亡くなりにな

り、行方不明の方もまだ多くいらっしゃいます。

その上、先週末からの猛暑に見舞われ、避難され

ておられる方々や、復興や支援されておられる

方々は大変ご苦労なさっておられると思います。

この西日本集中豪雨での、被災地区、被災住民の

方々に義捐金を送りたいと思いますので、ご協力

の程よろしくお願いいたします。 

 

また、先週の金曜日に、子ども発達支援センターの夏祭りが開催されました。中

委員長を始め会員の皆様に参加をしていただきました。有難うございました。 

そして、大川会員が関西テレビの『よーいドン』という番組にお出になり、『となり

の人間国宝さん』に認定されておられます。大東ロータリークラブの唄や、大阪桐

蔭高校を始めいくつかの校歌を作曲されたことは、皆様も周知されていることと思

いますが、ＪＲ学研都市線の名付け親でもあるということを初めて知りました。夢

は、大東に『オペラハウス』を建てることとお聞きしました。いつまでもクラリネ

ットを演奏され、夢を実現され、日本の『人間国宝』さんになっていただきたいと

期待しております。 

 

さて、今日はロータリー年度の始まりが、なぜ 7 月なのか？を少し調べましたの

で、ご紹介います。 

新年度は１月１日、会計年度は４月から、と一般的にはこのパターンが多いと思い

ますが、ロータリークラブは何故７月１日からなのでしょう。 

７月にロータリークラブが創立したからではありません。ポール・ハリスが世界初

のロータリークラブ（シカゴ・ＲＣ）を設立したのは、1905 年 2 月 23 日です。その

後、アメリカ各地でロータリークラブが設立されるようになり、そして、いろいろ

なクラブが顔を合わせる会合を開催することになりました。 

当時はアメリカだけにロータリークラブがありましたので、国内だけの大会

（convention）でしたが、1910 年 11 月にカナダのマニトバＲＣが加盟したことで、

国際大会（International convention）となり、現在に至っております。 

 

 1910 年 8 月 18 日に最初の大会が開催され、ポール・ハリスがロータリークラブ全

米連合会（National Association of the Rotary Club）の会長に選ばれました。こ

の大会の登録者はたった 60 人でした。先ほども紹介しましたが、カナダのクラブが

中嶋 啓文 会長 
会長の時間 



 

 

加盟したことで、ロータリー全米連合会は、ロータリー国際連合会になりました。

1911 年 8 月 21 日に国際大会が開かれ、その時に国際連合会の監査が行われました。

監査人は、国際大会で報告するなら、会計年度を 6月 30 日で終わらせてほしいと要

望し、1913 年 4 月の理事会で会計年度を 6月 30 日に終了することを決め、新年度は

7月 1日からとなりました。 

 ではなぜ、8月に国際大会が開催されていたのでしょうか。 

7 月や 8月は夏のバカンスであり、集まるには便利だった時期で、出席しやすかった

ということだと思います。 

 しかし、7 月や 8 月は暑いということで、1917 年の国際大会は 6 月に開催され、

今に至っております。 

 

 

 

 

 

 

 

本日、佐藤副会長は中嶋会長の代理としまして、ＮＰＯ法人国境なき奉仕団の創立

２５周年、法人設立１５周年記念式典へ出席の為、東京まで行って頂いております。 

式典では、昨年度の大東ロータリークラブのミャンマーへの奉仕活動参加協力に対

して感謝状を授与して頂く予定です。 

 

 

 

 

 

 

◎ニコニコ箱委員会                  西山 潤一 前年度委員長 

・結婚記念日 自祝      福富 經昌 君 

・入会記念日 自祝      大東  弘 君 

・入会記念日 自祝      中  恒夫 君 

・入会記念日 自祝      木村 克己 君 

・入会記念日 自祝      中野 秀一 君 

・入会記念日 自祝      中嶋 啓文 君 

・入会記念日 自祝      間  紀夫 君 

・入会記念日 自祝  21日インターアクト海外研修オリエンテーションへの御参加 

宜しく御願い致します      中野 隆二 君 

委員会報告 

木村 克己 幹事 幹事報告 



 

 

・入会記念日 自祝      谷中 宗貴 君 

・暑い日が続いております 体に気を付けてください 中委員長ご苦労様でした 

 中嶋 啓文 君 

・大東市立発達支援センター夏まつり慰問 中委員長おつかれ様でした  

木村 克己 君 

・代打の代打 西山君 ニコニコよろしくお願いします！  田川 和見 君 

・隣の人間国宝 以外の反響に驚いています   大川 進一郎君 

・子ども支援センター参加ありがとうございました 感謝  中  恒夫 君 

・中委員長 療育センター夏まつりお疲れさまでした  中野 秀一 君 

・サッカーワールドカップ フランス優勝おめでとう！  

日本チームもよくがんばりました！ありがとう！   東村 正剛 君 

・早退お詫び        谷中 宗貴 君 

・中さん、先日はお世話になりました    中崎  諭 君 

・東村さん、先週は偶然お会いしたにもかかわらず、ごちそうさまでございました 

 有難うございました 感謝     森脇 克弥 君 

・中さん、色々勉強になりました ありがとうございます  西山 潤一 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
☆今週のお祝い   ~ 7 月 結婚記念 入会記念 ~ ☆ 

結婚記念 福富会員 / 入会記念 大東会員 中会員 木村会員 中嶋会員 間会員 

                                          



 

 

◎社会奉仕委員会              中 委員長 

7 月 13 日、子ども支援センター夏まつりに参加しました。 

ご参加いただきました会員の皆様、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
「 新年度の方針発表   」 

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

会員の皆様の「楽しかった事」、「嬉しかった事」、「お世話になったお礼」など、『ニ

コニコ箱』を通し会員ご家族、事業等の喜び事、お祝い事を共有し、親睦の場とし

て実感していただけるよう努めてまいります。 
また、『ニコニコ箱』は次年度の奉仕活動予算としての側面もございます。 
充実した奉仕活動がおこなえるよう目標達成に向けて精一杯努めて参ります。 
皆様からのご指導ご鞭撻並びに『ニコニコ箱』へのご協力を賜りますよう宜しくお

願い申し上げます。 
 
 

●ロータリー財団委員会    委員長 髙島 登 
ロータリー財団は国際ロータリーの活動の推進

を資金的に支援するための非営利団体で、その使

命はロータリアンが、世界で健康状態を改善し、

教育の支援を高め、貧困を救済することを通じて、

世界理解、親善、平和を達成できるようにすること

です。会員諸兄の自発的な寄付のみによって支えら

れ、管理、運営している財団です。 

先週の卓話 



 

 

特にポリオ撲滅はあと少しの所まできています。世界的な歴史の一ページとなる瞬

間を共有する事ができるのは大変すばらしい事ではないでしょうか。これからも皆

様のご協力を宜しくお願いします。 
 
 

●インターアクト委員会  委員長 森田 武雄 
 本年度、インターアクト委員会の委員長を仰せ

つかります森田武雄と申します。若輩者ですが、

ロータリアンとしての自覚を持ち前向きに、こ

のような役を与えてくださった方々の期待にこ

えるべく全力で取り組んでまいります。 
 本年度も大阪桐蔭中学高等学校インターアクト

クラブの活動に協力・参加し提唱ロータリーク

ラブ、ホスト校と緊密な連携のもと、地域奉仕と国際奉仕を通じて「奉仕の精神を

継承した未来ある青少年」の育成を目的とし、奉仕活動を通じて大東ロータリーク

ラブとの交流を深め、一員としての自覚を持たせ、自主的な活動を促進いたします。 

本年度スローガン『もっと自由に、愛をこめて』もとに大東ロータリークラブ会員

の皆様には各事業へのご協力をお願い致すと思いますが、ご理解とご協力の程宜し

くお願い致します。 
 
《今年度事業計画予定》 
７月 ＩＡⅭ例会 
８月 海外研修 台湾・台中（８月２日～５日） 
９月 早朝清掃活動 
１０月 秋の奉仕活動 
１１月 第 2660 地区年次大会 
３月 冬の奉仕活動 
５月 早朝清掃活動 
６月 新入生歓迎会 

 

 

●米山奨学委員会             委員長 松原 清一 

3 回目の米山奨学委員長として新規一転  職務を全うできるように頑張りますので 、

今年度 1 年よろしくお願いします。 

役割としましては、地区の米山奨学委員会とクラブとの繋ぎ役それと、寄付のお願

い、米山奨学金制度の説明等があります。会員皆様方の協力いただけますよう、ど

うかよろしくお願いいたします。 


