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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 8 月 21 日
今週の予定

No.2430

（8 月 21 日）

「クラブ奉仕部門運営について」
クラブ奉仕委員会

藤本

次週の予定

和俊

委員長

（9 月 4 日）

「ロータリーの友月間に因んで」
広報委員会

山田

伸

委員長

バリー・ラシン

H30.8.7

(No.2429 の例会記録)

お知らせ
・8/21
・8/25

クラブ奉仕情報集会
地区

・8/28
・9/1

18：00～

職業奉仕委員長会議

10：00～

休会
地区

ロータリー財団セミナー

・9/7

出前授業

・9/8

岡本会員

・9/11

14：00～

叙勲お祝いの会

ガバナー補佐訪問
第 1 回クラブ協議会

先週の例会報告
◆ 出席報告（8 月 7 日分）
会員数

40 名

出席数

特定免除 2 名
出席率

29 名

その他免除

欠席者 9 名
0名

・9/15

地区

クラブ青少年奉仕合同委員長会議 13：30～

・9/16

大東市市民まつり

・9/18

休会

・9/25
・9/27

ガバナー公式訪問
大東 RC 第 1 回ゴルフコンペ

76.32％

ニコニコ箱

前々回 7 月 17 分
ホームクラブの出席者 32 名
メークアップの結果

86.49％

37 名

特定免除 3 名

その他免除

欠席者

修正出席率 100.00％

0名

0名

後面に記載
今
年
達

期
間

累
予
成

計
算
率

238,000 円
2,500,000 円
9.52％

会長の時間

中嶋

啓文

会長

こんにちは。
先週２日から５日にかけて、３泊４日でインタ
ーアクト海外研修で台湾・台中に行ってきました。
今年から２６６０地区のインアーアクトクラブ
は１０校に増え、総勢１２０名の大所帯でありま
した。中野隆二地区委員長、森田インターアクト
委員長のもと、大東ＲＣからは１３名の参加を頂
き本当に有難うございました。
台中では第３４６１地区 Mintong ガバナーを始め多くの皆さまの歓待を受け、イン
ターアクターたちは勿論の事、我々もロータリアンとの交流を深めて参りました。
８月の大変暑い時期ではありましたが、インターアクターたちの喜びの声を聞き大
成功に終ったことと実感しました。
中野地区委員長、森田インターアクト委員長ご苦労様でした。また、参加してい
ただいた会員の皆さま、有難うございました。
今日も『ニコニコ箱』について少し話をします。
『ニコニコ箱』は寄付金です。寄付金とは、「お金を出せる人が、出したい時に、出
したい金額だけ出す」と言うもので、強制的に集めるというものではありません。
このように、『ニコニコ箱』というものは、何か嬉しいことがあった時や記念するこ
とがあった時に喜んでにこにこ笑って、なにがしかの浄財を入れるものであります。
これは一つの信託財産であって、クラブが社会奉仕活動をするとき、または、会員
個人が社会奉仕活動をするときの援助として使ってあげて下さいと、クラブに預け
ておくお金でありますから、クラブの一般会計が赤字になったからと言って、この
お金をクラブの赤字補填に使うことは出来ません。この場合は、当クラブが昨年行
ったように、クラブの会費を値上げするしかありません。何故なら、ロータリアン
がこのお金をクラブや自分のために使ってしまうと、社会奉仕の財源をピンハネし
たことになるからです。
要するに、お金を出した人の気持ちを尊重してクラブがこの財源を預かる、基本的
には「預り金」であって、クラブの財源ではありません。このように、いつ何時に
幾ら入ってくるか判らない収入でありますので、当然、予算を立てることは出来ま
せん。ですから、事業計画は立てられないのです。予算を立てられないということ
は、この『ニコニコ箱』のお金は、当該会計年度に使ってはならないのです。
大東ロータリークラブは、翌年度の社会奉仕に使いたい金額を目標として掲げ、そ
の目標に向かって頑張るのです。浄財が集まらなければ次年度の奉仕のための予算
を縮小しなければなりません。
しかし、なかなか集まらないのが現状です。他クラブを見ると、会費と同時に年間
の寄付金を集めているクラブもあります。これは、
『五つのテスト』の「みんなに公
平か？」との理由で全員から徴収しているといわれますが、冒頭に述べたように、

強制的に集めるというものではありませんので、賛同しかねます。
当クラブの誕生日や入会記念日、結婚記念日そしてロータリークラブ在籍何年とい
うような半強制的な要素のある集め方もありますが、決して強制ではありません。
前回も言いましたが、ロータリアンの皆さんが心の中では、寄付しようと思われて
いることに対して、出し易いような環境を作っているだけと考えてください。
一年間のあいだ、「なにも喜びや感謝をすることがない。」と言われる方はいらっし
ゃらないと思います。『ニコニコ箱』の用紙は目安としての、項目と金額を書き添え
てあります。どうぞこの用紙を参考にして『ニコニコ箱』に寄付をお願いいたしま
す。それにも増して、ニコニコ箱委員会だけでなく、次年度会長さん、幹事さん、
そして事業を行う委員長さんの呼びかけも大切なことだと思いますので、よろしく
お願いいたします。
義捐金も同じことだと思います。募金箱を回していますが、強制ではありません。
委員長さんがそうすることによって、出していただき易くする為です。
そして、集まった浄財は、皆さんからの大切な預り金ですので、より善き社会奉仕
活動に使わせていただきます。
前回と２回にわたって『ニコニコ箱』のお話をさせていただきました。
大東ロータリークラブの奉仕活動がもっともっと社会を善くして行けるために、皆
さんのご協力をお願いいたします。

幹 事 報 告

木村

克己

幹事

＜理事会報告＞
1. 2017-18 年度決算の件

・・・・・承認

2. 2018-19 年度予算の件

・・・・・承認

3. インターアクト海外研修費用金額変更の件

・・・・・承認

4. 青少年奉仕委員会 野球大会、弁論大会の件

・・・・・承認

5. 出前授業の件

・・・・・承認

6. 秋の家族会 日程及び行き先の件

・・・・・承認

7. 事務局の夏休みの件

・・・・・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
田川 和見 君
・誕生日 自祝
森岡 信晶 君
・ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ海外研修に参加しました 中野地区委員長、森田ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員長
そして参加いただきました会員の皆様、ご苦労様でした
中嶋 啓文 君
・中野委員長、森田委員長 インターアクト海外研修、本当にお疲れ様でした
木村 克己 君
・インターアクト海外研修 皆様お疲れ様でした
田川 和見 君
・理事会欠席 お詫び
藤本 和俊 君
・早退 お詫び
小川 芳男 君
・中野地区委員長、森田ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員長、ｲﾝﾀｰｱｸﾄ海外研修お疲れ様でした
中嶋会長ありがとうございました 感謝
橋本 正幸 君
・インターアクト海外研修 隆ちゃんお疲れ様でした
中嶋会長たくさんありがとうございました 感謝
中野 秀一 君
・インターアクト海外研修、中野隆二地区委員長大役お疲れ様でした
森田インターアクト委員長、後方支援お疲れ様でした
中嶋会長、橋本直前会長、お世話になりました 感謝
東村 正剛 君
・ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ海外研修、中野隆二地区委員長、森田委員長、大変お疲れ様でした
中嶋会長、橋本直前会長、大変お世話になりました
空門 満也 君
・インターアクト海外研修、多数の御参加ありがとうございました 参加者 116 名
事故やけがなく無事帰国しました 感謝
中野 隆二 君
・インターアクト中野地区委員長、森田委員長、お疲れ様でした
中嶋会長、橋本直前 大変お世話になりました
柿木
篤 君
・海外研修皆様、ご参加ありがとうございました 中野隆二委員長お世話になりました
中嶋会長、橋本直前大変お世話になりました
森田 武雄 君
・間委員長、はじめ委員会の皆様、中嶋会長、木村幹事、歓迎会ありがとうございま
した 感謝
樋本 有伸 君
・7/24 の 2018-19 親睦委員会懇親会に間委員長をはじめとする委員会の皆様、
ありがとうございました これからもよろしくお願い致します
そして中嶋会長、木村幹事、ありがとうございました 感謝
生駒 智人 君

☆今週のお祝い

~ 8 月 Happy

Birthday~ ☆

◎青少年奉仕委員会

空門

満也

委員長

青少年奉仕委員会からです。第 39 回大東ロータリークラブ旗杯争奪少年野球大会開会
式が 9 月 2 日日曜日 大東公園におきまして午前 9 時より開催いたします。中嶋会長の
始球式もございますので多数ご参加お願いいたします。

地区より広報・情報・公共イメージ向上委員会
樋口信治氏が来会され、My ROTARY /
クラブセントラル/Rotary Showcase について
説明して頂きました。

＜MY ROTAR へ登録をお願い致します。＞
・my rotar.org にアクセスヽまたは“MYROTARY”で検索
・右上にある“アカウント登録”をクリック
・名前(半角アルファベット)･メールアドレスを入力
・メールが届くので“アカウントを有効にする”のボタンをクリック
・パスワード／秘密の質問を設定(忘れない様に必ずどこかに記録してください)
・クラブの関係者ですか?○はい ／ Ｒｅｍｅｎｂｅr Ｍｅ にチェツク
“Sign ln” のボタンをクリック

交野ロータリークラブ 35 周年 チャリティーゴルフのＰＲに
３５周年記念事業 実行委員長 木本様が来会されました。
開催日：2018 年 10 月 22 日
場

所：交野カントリー倶楽部

プレーフィ：
ビジター 15,240 円（税込）

参加費：5,000 円
（懇親会、商品代）

◎インターアクト委員会
森田 武雄 委員長
本年度、第２６６０地区インターアクト海外研修と致しまして８月２日～８月５日
迄、台湾へ行って参りました。
現地第３４６１地区台湾の皆様に受け入れを頂き、
参加頂きましたインターアクターの
皆様には国際親善を軸に国際相互理解、異文化交流から奉仕の精神を学ぶことが出
来たものと思います。
また、ご同行いただききました、大東 RC 中嶋会長はじめ会員の皆様に厚く御礼申し
上げ、ご報告とさせて頂きます。

2018 年度 インターアクト海外研修

於

台湾

先週の卓話

「

人生 120 年の選択

」

池田

實

会員

私は老年期をより積極的に設計するための方法の一つとして、自分が何歳まで生
きるか決めることをお薦めします。自分で決められたとしたら、あなだは何歳まで
を選択しますか。特に思い浮かぶ年齢がありますか？あるとしたら、なぜその年齢
なのでしょうか？
ただ何歳まで生きられたらいいなという程度ではなく、何歳まで生きると固く決
心してみて下さい。他の誰かにではなく、あなた自身にはっきりと、私は何歳まで
生きると意思表示してみるのです。
何歳まで生きるか選択できましたか？その次に、あなたが選択したその年齢を基
準に、今から死にいたるまでどのくらい多くの時間が残っているのか計算してみま
しょう。３０年？４０年？５０年？ほとんどの人に、かなり長い時間が残されてい
るはずです。その時間を真剣に考えてみてください。その時間は、あなたの人生全
体の少なくとも三分のー、長ければ半生に近いのではありませんか？
これから自分自身に次のような質問をしてみましょう。私にはその時間に対する
目標と設計があるのか？自分が選択した年齢になった私は、どんなだろう？そのと
きまでの人生で叶えたいことは何か？何になりたいのか？このような質問にあなた
の内面からどんな声が聞こえてくるか耳を傾けてみましょう。
私たち一人ひとりは、与えられた時間と生命をどのように使い、そして去ってい
くのかを選択し、決めることができます。これは、私たちに与えられた最も偉大な
力であり、権利です。

1.

１２０才までいきるという選択

2.

人間が歩むべき真の道とは

3.

完成にいたる道

4.

前半期の人生を省察し、後半期を設計する

5.

体力は生命、脳力は創造、とにかく動こう

6.

幸せの新たな源を見つけよう

7.

平和になるには、執着から自由になろう

8.
9.
10.
11.

孤独を恐れずに楽しもう
脳に夢と希望を与えよう
持続的な自己修養と自己啓発
シェア アンド ギブ

8 月のお花
今月のお誕生日花は、夏真っ盛りということで、イエ
ロー、オレンジ色でエネルギッシュな色目でのアレン
ジを致しました。
・

・

・ ・

本日８ 月7 日はハナ の日になっております。この日
に、お誕生日を迎えられる田川会員こそ正に「熱い
夏男」を感じさせて下さっています。因みに８月７日
生の田川会員の誕生花は、菊科のアスターで「変化
を好む」、８月 30 日生の森岡会員の誕生花はオニユ
リで賢者となっております。
お誕生日おめでとうございます。

