
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今 期 累 計 1,990,000円 

年 間 予 算 2,500,000円 

達 成 率 79.60 ％ 

 
 

・6/5    第 4 回ゴルフコンペ 集合 8：00～ 

・6/9   IAC 新入生歓迎会 10：30～ 

・6/10   大東市民まつり 総会 19：00～ 

・6/25   次年度 第 3 回クラブ協議会 例会後～ 

 

 

＜2019-20 年度＞ 

・7/2   2019-20 新年度スタート 例会後～集合写真 

・7/20  IAC 海外研修ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 16：00～ 

・7/23   第 2 回・ガバナー補佐訪問 

・7/27  地区 クラブ国際奉仕・社会奉仕 

合同委員長会議   14：00～ 

・7/30   ガバナー公式訪問 

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？ 
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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 

後面に記載 

 
国際ロータリー会長  

 
バリー・ラシン 

今週の予定   （6 月 4 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 森脇 克弥 
（会報） 

次週の予定   （6 月 11 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 

 

「 最近の農業について 」  

  橋本 正幸 会員 

◆ 出席報告（5月 28 日分） 

会員数 39名 出席数 31名 欠席者 5名 

特定免除 3名 その他免除 0名 

出席率 86.11％ 

 

前々回 5月 7日 

ホームクラブの出席者 31名  88.57％ 

メークアップの結果 35名 

特定免除 4名  その他免除  0名 

欠席者 0名  修正出席率 100.00％ 

「 今年度の実績報告と反省 」 

 各奉仕委員長 



 

 

    
 

こんにちは。 

先週の２２日に、ＩＭ３組のフレッシュロー

タリアン研修セミナーが太閤園で開催されま

した。当クラブより谷中会員、樋本会員、森脇

会員、生駒会員の４名が出席してくれました。

ありがとうございました。当日は、岡部パスト

ガバナーの卓話とテーブルディスカッションが

行われ、大いに盛り上がった会議となりました。 

その中で、例会の出席は『義務』と思うのか

『権利』と考えるのかによって変わってくる。毎回出席しなければならないと言う

『義務』と思えば辛くなるが、ロータリアンは世界中のロータリーの例会に出席す

ることが出来る『権利』を持っている。全国の、世界中の仲間と交流できる『権利』

を持っていると考えれば良いのではないか。メーキャップしなければならないこと

が、世界中の仲間と出会えるチャンスになるのではないのでしょうか。と話されて

いました。 

さて、細則の変更について、審議を計りたいと思います。 

2016 年-2017 年度にＲＩより変更された『定款第７条「例会と出席に関する規定

の例外」本定款の第８条第１節、第１２条、第１５条第４節に従わない規定または

要件を細則に含めることができる。そのような規定または要件は、本定款の上記の

節の規定または要件に優先する。ただし、クラブは少なくとも月に２回、例会を行

わなければならない。』を受けて、「細則第５条第２節 例会」の内容変更について。 

 もう１点は、次年度より「クラブ戦略委員会」を常設委員会として設置する改

定について。 

細則第９条「委員会の構成」第１節の文言の追加と変更。 

 第１０条「委員会の任務」で、第６節「クラブ戦略委員会」の追加。 

それに伴う、附則４の追加。 

以上の２件です。 

細則の変更は、細則第１２条「改訂」において規定されています。まずは、定足

数の確認をします。この例会の出席者は３１名で会員総数の１／３以上に達してい

ますので成立します。この案件を告知したのは、前回５月１４日の例会にて行いま

したので、１０日以上前の告知は満たされております。 

従いまして、本日議案として採決したいと思います。 

この件について異議または意見のある方は、御座いませんか。 

無いようですので、採決に入ります。 
 

賛成の方の挙手をお願い致します。 
 

  『２/３以上の賛成で 可決』 有難うございました。 
 

これで会長の時間を終わります。 

 会長 中嶋 啓文 会長の時間 



 

 

 

◎ニコニコ箱委員会                     委員長 西山 潤一 

・入会記念日 自祝      空門 満也 君 

・入会記念日 自祝      森田 武雄 君 

・結婚記念日 自祝      杉原 巨峰 君 

・フレッシュロータリアン研修セミナーに行ってきました  

参加されたフレッシュロータリアンの皆さまありがとうございました  

中嶋 啓文 君 

・フレッシュロータリアンセミナー参加された皆様 ありがとうございました 

                           木村 克己 君 

・新第 2回クラブ協議会 参加ありがとうございました  田川 和見 君 

・新年度クラブ協議会 おつかれ様でした    佐藤 多加志君 

・大内先生 ゲストスピーカーよろしくお願いします  小川 芳男 君 

・クラブ協議会、田川新会長、中野（秀）新幹事 大変お世話になりました  

髙島会員、大変お世話になりました 感謝   杉原 巨峰 君 

・中嶋会長、田川エレクト、木村幹事、ありがとうございます 感謝 中野 秀一 君 

・佐藤副会長、お世話になり有難うございました 感謝  東村 正剛 君 

・青少年奉仕情報集会、ご参加ありがとうございました 感謝 空門 満也 君 

・田川次年度会長、中野次年度幹事、ごちそう様でした 早退お詫び 間  紀夫 君 

・中嶋会長、木村幹事、お世話になりました  

田川エレクト、中野会計、ごちそうさまでした 感謝  中野 隆二 君 

・田川さん、中野秀一さん 先週はお世話になりました  

ありがとうございました 感謝     柿木  篤 君 

・中野隆二さん、お世話になり ありがとうございました  森田 武雄 君 

・田川エレクト、中野秀一会員、先日のクラブ協議会ありがとうございました 感謝 

                           岡井 康弘 君 

・早退お詫び       中崎  諭 君 

・フレッシュロータリアンありがとうございました  

中嶋会長、木村幹事ありがとうございました 感謝  樋本 有伸 君 

・先日フレッシュロータリアンに谷中さん、森脇さん、樋本さんと参加して参りました  

中嶋会長、木村幹事お世話になりました ありがとうございました 感謝  

生駒 智人 君 

・田川会長エレクト、中野会計、ごちそうになりありがとうございました 西山 潤一 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

 
 
☆今週のお祝い ～5 月 入会記念日 ～☆  

                                         



 

 

 

 

「 薬物乱用防止活動の今後 」 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゲストスピーカー      大内 啓子 氏  

担当 小川 芳男 会員 

平成２９年５月に卓話をさせていただいてから、今回２度目のお時間をいただきまし

てありがとうございます。また、私たちの活動に毎年ご支援下さいますことに心より

感謝申し上げます。 

さて前回、日本の薬物乱用間題の特徴を５つ挙げました。その中で、危険ドラッグの

乱用を挙げましたが、２年の間にあくまでも表向き危険ドラッグはなくなり（地下に

潜ったと考えられる）大麻が30歳以下の若者層に右肩上がりに広がっています。その

背景には国を挙げて合法化に踏み切った国や、アメリカの一部の州でも合法化が進ん

でいる現状があるという考えがあります。これらの国では。総人口の 40％前後が薬物

中毒者と言われており取り締まりが追いつかないといった理由で合法化されたようで

すが、各国の法律では違法のままで実態に即した法の整備が遅れているのが現状です。 

日本では総人口の２～３％にとどまっていますので「奇跡の国」と言われ厳格な取り

締まりを評価されています。この低い数宇の間にしっかり防止に取り組むことが大切

だと感じています。 

麻薬とは「麻酔作用がある薬」ですが、国連では「定められた規制すべき薬物」である

と定義づけられており一般的には「脳に作用する幅広い薬物」が麻薬と呼ばれています。 

2018 年５月厚生労働大臣を議長とする薬物乱用対策推進会議が、「第５次薬物乱用防

止５か年戦略」を策定し公表しました。その裏には一時減少した覚せい剤事犯が増加

傾向に転じたという理由と大麻事犯が右肩上がりで過去最高の数宇を示したという

背景があったようです。 

人にはそれぞれ生きづらさがあります。生きづらさから薬物に手を染めていくことが

多く。薬物依存を治す薬はない、大切なのは医療に携わる専門家と地城の住民の思い

やりと徹底的な寄り添いだといわれています。 

大東ロータリークラブの皆様は地域の中での大切な存在です。どうぞ薬物のない日本

づくり、日本の将来を背負って立つ子供のために是非お力添えくださいますことをお

願いいたします。 

本日はありがとうございました。 

先週の卓話 


