
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今 期 累 計 1,048,000円 

年 間 予 算 2,500,000円 

達 成 率 41.92 ％ 

 
 
 

・1/22   職業奉仕委員会 情報集会 18：00～ 

・1/26  桐蔭中学高等学校卒業証書授与式 10：00～ 

・1/29   ガバナー補佐、ガバナー補佐エレクト訪問 

      第 2 回クラブ協議会 例会後～ 

・1/29  燦燦会（幹事会）18：00～ 

 

・2/6    国際奉仕委員会 情報集会 18：00～ 

・2/12   例会休会 

・2/16  補助金管理セミナー 

・2/26   例会休会 

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 31 年 1 月 15 日   No.2443   H30.12.18 (No.2442 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」 

 
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   （1 月 15 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 森岡 信晶 
（会報） 

次週の予定   （1 月 22 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 

 

「 年男卓話 」 

田川 和見 会長エレクト 

「 職業奉仕月間に因んで 」 

職業奉仕委員会 柿木 篤 委員長 

◆ 出席報告（12 月 18 日分） 

会員数 39名 出席数 28名 欠席者 8名 

特定免除 3名 その他免除 0名 

出席率 77.78％ 

 

前々回 12月 4日 

ホームクラブの出席者 26名  78.79％ 

メークアップの結果 32名 

特定免除 6名  その他免除  0名 

欠席者 1名  修正出席率 96.97％ 



 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

 こんにちは。 

先週のクリスマス家族会には、多くの皆さまのご

参加をいただき有難うございました。久々に奥様

方を交えて、楽しい時間を過ごさせていただきま

した。 

間委員長をはじめ親睦委員会のみなさまご苦労

さまでした。素晴らしい設営をしていただき有難

うございました。 

 早いもので、本年度も半年が過ぎようとしています。今日で今年の例会は終了で

す。今年度は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いております。 

詳しいことは、あとの「前期を振り返って」で述べさせていただきます。 

残念なことは、本年度のスローガン「もっと自由に 愛をこめて」を誰も覚えてい

てくれなかった事です。皆さんに覚えていただきやすいように、シンプルにさせて

いただいたのですが、誰の心にも留まらなかったようです。でも、委員長さんや理

事・役員の皆さまに、そして、会員のみなさまにも支えられ、ここまで来させてい

ただきました。本当に有難うございます。来年も相変わりませず、お力添えをいた

だきますようお願い申し上げまして、会長の時間を終わります。有難うございま

した。 

会長 中嶋 啓文 
会長の時間 

 

２０１８～２０１９年度 

●第２回クラブ協議会のお知らせ● 

第２回クラブ協議会を下記の通り開催いたします。 

理事・役員・委員会委員長の皆様はご出席下さいます様、お願い申し上

げます。 

日  時 ２０１９年１月２９日（火） 例会後～ 

場  所 市民会館 ４階 大会議室 (例会場) 

＊ご都合の悪い方は、副委員長の出席をお願い致します。 



 

 

 

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

・在籍 自祝 26 年      大西 寛治 君 

・在籍 自祝 24 年      西條 義昭 君 

・在籍 自祝 23 年      藤本 和俊 君 

・在籍 自祝 22 年      上田 正義 君 

・在籍 自祝 19 年      福富 經昌 君 

・在籍 自祝 2 年       森脇 克弥 君 

・クリスマス家族会大変盛り上がりました ありがとうございました  

来年もよろしくお願い致します     中嶋 啓文 君 

・間委員長 クリスマス家族会大変お世話になりました  木村 克己 君 

・クリスマス会、中嶋会長、木村幹事 そして間委員長、親睦メンバーの皆様 

ありがとうございました      田川 和見 君 

・歳末たすけあい運動募金ありがとうございました   中  恒夫 君 

・クリスマス会欠席、申し訳ございませんでした   藤本 和俊 君 

・クリスマス家族会、間親睦委員長、委員会の皆様ありがとうございました 感謝 

         杉原 巨峰 君 

・隆ちゃんお世話になりました ありがとう 感謝   中野 秀一 君 

・クリスマス家族会 間親睦委員長、はじめ親睦の皆様有難うございました  

中嶋会長、木村幹事お世話になり有難うございました 感謝 東村 正剛 君 

・クリスマス会 沢山の皆様のご参加ありがとうございました 間  紀夫 君 

・クリスマス家族会、間委員長お疲れ様でした  

中嶋会長、木村幹事お世話になりました 感謝   中野 隆二 君 

・間親睦委員長、クリスマス家族会ありがとうございました 感謝 岡井 康弘 君 

・先日のクリスマス会では大変楽しい時間を過ごさせて頂きました  

間委員長、お疲れ様でございました ありがとうございました 森脇 克弥 君 

・クリスマス例会、欠席もうしわけございません ロータリークラブに感謝」  

          森田 武雄 君 

・皆様、本年お世話になりました ありがとうございました 感謝 樋本 有伸 君 

・皆様のニコニコに感謝      森岡 信晶 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

◎社会奉仕委員会           委員長 中  恒夫 
2018-29 年度の歳末たすけあいを募金させて頂きました。御協力を有難うございま

した。 



 

 

 

 

「 前期を省みて 」 

 

 

 

 

 

 

会長 中嶋 啓文 

7月3日の理事会及び例会からスタートさせていただいた2018～2019年度も半年が過

ぎようとしています。前年度会長エレクトの時には、50 周年副実行委員長や国際奉仕

委員長との兼任でなかなか本年度のことを考える余裕がありませんでした。2018 年の

新年を迎え、やっと始動はしたものの、頭の中はグチャグチャで何もまとまりません

でした。50 周年では、いろいろと良い勉強をさせていただいたのに、それが身につい

ておりませんでした。 

大東ロータリークラブの 50 年の伝統を受け継ぎながら、進化しなければという考え

だけが先走り、なかなか良い答えが見つかりませんでした。予定者の段階から変化を

求めようとして焦っていたのだと思います。「自分１人では何も変えることはできな

いし、変わらない。なにかのお役立ちが出来ればよい」と考えられるようになってか

ら前が見えてきました。これからの 50 年を考える最初の「当番」としてやればよい

と思えるようになりました。 

まず「戦略委員会」の格上げとその委員長を決めることから始めました。幸いにも橋

本直前会長が快く受けていただいたことで話はまとまり、そこから方針を考えて行く

ことが出来るようになりました。橋本直前会長有難うございました。 

何度も申しますが、本年度のスローガンを憶えてくれましたか。 

「もっと自由に 愛を込めて」です。もっと自由に楽しくロータリーライフを過ごしていた

だきたい。しかし、自由にするには、それだけ自己責任が伴うことを忘れないでください。 
  

先ずは会長の時間のことです。 

ロータリーのことを話題にしなければならないと聞いていましたし、時期の話題も入

れなければ。と思っていました。 

たかが 10 分～15 分のことなのに、なかなか喋ることが纏まらない。何を話していい

のか、毎週悩んでおりました。他のＲＣの会長は何を話しておられるのかと卓話を拝

見したり、ロータリーの文献を調べたりしました。 

「当番」と言っていますが、ここでは「会長」として喋らなければなりません。 

それに、ホームページにアップされます。これは、なかなかのプレッシャーになります。 

しかし、10 月 30 日の 11 回目になる会長の時間で、「校長先生の話はなぜ長い」のお

話をさせていただきました。憶えておられますか？ 

先週の卓話 



 

 

校長先生は、「トップに立つと良いお話をしなければいけないと思うそうで、いろい

ろ考えますがなかなか思いつかない。でも、校長先生にはお話のマニュアルがあり、

そのマニュアルをそのまま丸暗記するそうです。だから途中で話を切れないから長く

なってしまうそうです。」このお話です。 

僕もまるでその通りでした。 

話は端的で短い方が好まれます。これをキッカケに、ここから僕の会長の時間の話は

変わりました。お気づきになっておられましたか。 
 

まだ 2回目の会長の時間も済んでいない7月 9日に大阪桐蔭中学校高等学校のＩＡＣ

例会で 30 分の卓話をする機会をいただきましたが、まだ 30 分も一人で話すことに自

信がなかったので、無理を言ってパワーポイントにさせていただきました。作るのに

時間がかかりましたが、そうしたことで、無事終えることが出来ました。森田委員長

有難うございました。多くの会員の皆様のご参加でよりプレッシャーがかかりました

が、多くのご参加をいただきありがとうございました。 

のちに地区ＩＡＣ年次総会での大阪桐蔭ＩＡＣの事業報告で僕の卓話を取り上げて

いただき少し賞賛していただきました。有りがたく喜んでおります。 
 

ＩＡＣ海外研修に 8月の 2日から 4日間 中華民国台中に行ってきました。 

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。 

今年から２６６０地区のインターアクトクラブは１０校に増え、総勢１２０名の大所

帯でありました。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。 

大東ＲＣの名を地区に印象付けたことと思います。 

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。 
 

第 39 回ロータリー旗杯争奪少年軟式野球大会の開会式が 9 月 2 日に行われました。

雨が心配されましたが、絶好の野球日和となり、毎年恒例の始球式もさせていただき、

無事終えることができました。空門委員長、ご苦労様でした。そして、日曜日にも関

わりませず 16 名もの多くの会員の皆さまの参加をいただき有難うございました。 
 

9 月 7 日には谷川中学校で出前授業を行いました。大東ロータリークラブ選りすぐり

の若手 6 名の講師により実施しましたが、6 つのクラスの生徒たちは、担任の先生も

驚かれるくらい無駄口もなく、聞き入っていました。柿木委員長、講師のみなさん、

そして広報に来ていただいたみなさん、有難うございました。 
 

9月 11日に丹羽ガバナー補佐、9月 25日には山本ガバナーの公式訪問を受けました。 

丁度その間の 18 日（休会日）に心筋梗塞を起こしてしまい、和歌山で緊急入院をし、

手術を受けました。幸い処置が早かったので一命を取り留めることができました。本



 

 

当に運の良い男だと感謝しております。 

しかし、持病の糖尿病も良くなっていた矢先のことで、不安に駆られますが、不幸中の

幸いだったと思います。たった 4 日の入院でしたが、外出を控えなければならなく、9

月 23日の少年軟式野球大会の閉会式は、欠席させていただきました。橋本直前会長には

お世話をかけました。空門委員長すみませんでした。また、会員の皆さまには心配をお

かけしましたこと、この場をお借りして改めてお礼申し上げます。有難うございました。 

25日のガバナー公式訪問から復帰させていただきましたが、27日のゴルフ同好会は、

プレーには参加できなくて欠席させていただきました。段取りをしていただいた中野

秀一会員ご迷惑をおかけしました。 
 

10 月 2～3 日と秋の家族会で箱根に行きました。 

秋の家族会に多数の皆さんのご参加をいただき、また、多くの奥様方にもご参加をい

ただきました。有難うございました。 

「感性を高める旅」と銘打って、富士山を背景に箱根の景色と美術館・博物館めぐり

をさせていただきました。間委員長を始め、親睦委員会の皆さま有難うございました。

僕の家内が再手術のあとで参加できなかったのが残念ですが、天候にも恵まれ、日頃

あまりお目にかかれない雄大な富士山もハッキリと見させていただきました。そして、

美しい景色と、おいしい食事、素晴らしい芸術品の数々にきっと感性を高めていただ

けたことと存じます。 
 

11 月 9 日には大東市小中学生弁論大会が開催され、審査員として参加させていただき

ました。大東ＲＣ会長賞の選考させていただきました。空門委員長そして参加してい

ただいた皆さまご苦労様でした。 

その他にも、療育支援センターの夏祭りや運動会、クリスマス会には、中委員長と西

山副委員長にはご足労をおかけしました。有難うございます。 

国境なき奉仕団の総会では佐藤副会長に東京まで足を運んでいただき、表彰状を受け

取りに行っていただきました。 

クラブ奉仕、社会奉仕委員会の情報集会には多くの皆さまの参加をいただきました。

藤本委員長、中委員長 ご苦労様でした。 

まだまだ、多くのみなさまに、お力添えをいただきました。 
 

本年度は、最初から災害の多い年度でありました。 

大阪北部地震から始まり、西日本集中豪雨、北海道大地震、そして近畿を直撃した台

風 21 号。台風 21 号では大東ＲＣ例会を休会としました。 

これは大東ＲＣ創立以来、初めての出来事だそうです。 

義捐金では、会員の皆さまには大変ご協力をいただきました。 

クラブ内でも少し揺れがあり、森岡会員や空門会員には無理をお願いいたしました。

小川会員と中会員にも無理をお願いし、ご協力いただきました。 

本当に有難うございました。 

そして、先週のクリスマス家族会で今年の事業を有終の美で終わらせていただきまし



 

 

た。ご参加いただいた会員の皆さま、奥様方そしてお子様、大変盛り上げていただき

有難うございました。 

 

いろいろな出来事がありました。でも、皆さんのお力添えによって、ここまで来させ

ていただきました。すべてに有難うございました。 

年が明けても、まだ本年度の後半があります。年が明けてからも、次年度も、これか

ら先もお力添えをいただきます様お願い申し上げます。 

それでは、良い年をお迎えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事 木村 克己 

 

本年度早くも半分が過ぎようとしています。次年度段階から本年度に突入した７月３

日の方針発表にて「これで、幹事としての担いの 90％が終わったと思っております。」

と発言いたしました。この考えで計算しますと残り 10％の半分が終わるわけですから、

トータル 95％が終わったことになります。先程の中嶋会長による前期活動を振り返る

お話を聞いておりますと、本当に色々な事があったなぁと思う反面「あっ」と言う間

の短い間の出来事でもあった様な気が致します。何よりも私の気持ちの上では中嶋会

長が倒れられたことが最大のトピックスであり、その後無事に復帰され、これまでの

所全てのイベントが滞りなく完了できたことに大きな安堵を覚えております。幹事と

してできる事は本当に少なく、本年度につきましても橋本直前会長、田川エレクト、

佐藤副会長をはじめとする役員の皆様及び各委員長の皆様が企画・実行して頂くこと

をサポートさせていただくのみで大変楽をさせていただいております。 

もちろん何よりも会員皆様の御協力無しにはロータリークラブの運営は成り立ちま

せん。後期残り 5パーセントではありますが、最後の 1パーセントが終わるまで全力

で職務を全うする所存でございますので、今後も会員諸兄のご支援をよろしくお願い

申し上げます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長エレクト 田川 和見 

会長エレクトとは、理事会のメンバーとしての任務および会長か理事長によって

定められるその他の任務を行うことをもって会長エレクトの任務とすると細則に

あります。 

とりあえず理事会は出席し、後は会長に向けての準備と言う事になります前期は会長

時に出来ないであろう仕事に努めております。 

 

それと昨年度の事業予算の柱であるニコニコがなかなか集まりません森岡君と一緒

に取り組んで行きますので、何卒皆様の協力お願いしたいと思います。 

詳しい事は、次週 年男卓話が私であります。年末・年初と皆様の前でお話させて頂

けます事、心より感謝してエレクトとしての前期を省みてを終わります。 

皆様よいお年を！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２０１８～２０１９年度 
 

◇職業奉仕委員会 情報集会のお知らせ◇ 
 

 情報集会を下記の通り開催いたします。 

 ご出席の程お願い申し上げます。 

日  時 ２０１９年 1月 22 日（火） １８：００～ 

場  所 まんま家  

会  費  ５,０００円  

 


