
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今 期 累 計 2,107,000円 

年 間 予 算 2,500,000円 

達 成 率 84.28 ％ 

 
 

・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 

・7/8   IAC 例会 17：30～ 

・7/12  青少年健全育成市民大会 19：00～ 

・7/16   例会休会 

・7/20  IAC 海外研修ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 15：00～ 

・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～ 

・7/29  ＩＭ3組 第 1回燦々会(会長幹事会) 

 18：00～      

・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？ 

DAITO 
ROTARY 

OSAKA JAPAN 

CLUB WEEKLY BULLETIN 

令和元年 6 月 18 日   No.2459   R1.6.11 (No.2458 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 

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 18 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 25 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 

 

◆ 出席報告（6月 11 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 28日 

ホームクラブの出席者 31名  86.11％ 

メークアップの結果 36名 

特定免除 3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 」 

 各委員長（会計・Ｓ.Ａ.Ａ） 

「 今年度の実績報告と反省 」 

会長・幹事 



 

 

    
 

こんにちは 

一昨日の日曜日にＩＡＣの新入生歓迎会が信太

山青少年野外活動センターで行われました。これ

で本年度のＩＡＣの地区行事が終了しまました。

大東の代表として２６６０地区に出向していただ

きました地区ＩＡＣ委員長の中野隆二会員ご苦労

様でした。また、青少年奉仕委員長の空門会員、

ＩＡ委員長森田会員ご苦労様でした。そして、新

入生歓迎会に参加をいただきました会員のみなさ

ん、有難うございました。 

今日から本年度の「実績報告と反省」が始まります。いよいよ本年度も残り少なく

なりました。ここで本年度のＲＩの動向を報告しておきます。 

 本年度ＲＩでは「規定審議会」が行われました。次年度には新しい「定款」が手元

に届くと思いますが、１１７の制定案の内、４１の制定案が採択されました。この中

で、クラブ運営に関する採択は２件です。 

 ・同一職業分類の会員数制限の廃止と下記の文言の追加。 

「各クラブは、多様性を推進するような均衡の取れた会員構成を構築するように

努めるものとする。」 

 ・欠席のメークアップに関して、前後１４日の規定を、同年度内に変更。 

これについては、定款第７条「例会と出席に関する規定の例外」で規定されてい

るので、クラブで変更することができる。 

その他主なものは、 

 ・ＲＩ事務総長の呼称を、ＲＩの最高執行責任者から 

             ＲＩ最高経営責任者に変更する。 

 ・ＲＩの人頭分担金を 2020-21 年度から４年間、１ドルずつ増額する。 

 ・ＲＡＣにＲＩ加盟を認め、ＲＩの会員はＲＣとＲＡＣと規定する。 

   人頭分担金は、ＲＩ理事会が決める。 

 ・標準ＲＣの定款を、実質的な変更を行うことなく現代的かつ簡素化されます。そ

の結果、クラブ定款は６分の１ほど短縮されます。 

 ・ＲＩを米国内歳入法第５０１条（Ｃ）３項の免税団体へと変更する。 

   このことは、単に財務上でメリットをもたらすだけではなく、 

親睦を目的とした任意団体から、奉仕活動を行う慈善団体にハッキリと変わっ

たことを意味します。 

以上、ここ１０年の間に大幅な改革がありました。 

これからＲＣは、どういう方向に向かっていってしまうのでしょう。 

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 

・結婚記念日 自祝      空門 満也 君 

・結婚記念日 自祝      中崎  諭 君 

・今日から本年度の実績報告が始まります 皆さんご苦労様でございました  

IAC 地区委員中野隆二君、大東 RC を代表して頂きありがとうございました 

                          中嶋 啓文 君 

・空門キャプテン、ゴルフコンペ大変お世話になりました  木村 克己 君 

・今年度最後の大東ロータリークラブコンペ、BB 賞やりました！ 田川 和見 君 

・ゴルフコンペ皆勤賞を頂きました 感謝    大東  弘 君 

・中野隆二地区インターアクト委員長、一年間お勤めお疲れ様でした！ 

                           中野 秀一 君 

・第 4回ゴルフコンペ無事終了しました  

ご参加頂きました会員の皆さん、ありがとうございました  

中嶋会長、中野副幹事、ごちそう様でした 感謝    空門 満也 君 

・空門ゴルフキャプテン、お疲れ様でした 来年も宜しくお願い致します 

                              間  紀夫 君 

・地区インターアクト新入生歓迎会、御参加ありがとうございました  

地区インターアクトクラブ事業が全て終了しました 感謝 中野 隆二 君 

・樋本さん 2回にわたり ありがとうございました 食中毒おさまりました 感謝 

         柿木  篤 君 

・東村さんナイスパットでした！！     谷中 宗貴 君 

・新入生歓迎会御参加頂き、ありがとうございました  

中野地区委員長、一年間事業おつかれ様でした   森田 武雄 君 

・中嶋会長、先日はありがとうございました 感謝   岡井 康弘 君 

 

・樋本さんお世話になりました 森田さんごちそう様でした  

柿木さん打上げキャンセルすみませんでした   中崎  諭 君 

・優勝させて頂き、ありがとうございました  

空門キャプテン、中嶋会長お世話になりました 感謝  樋本 有伸 君 

・空門キャプテン、先日のゴルフおつかれ様でございました  

中嶋会長、ごちそう様でございました ありがとうございました 感謝  

生駒 智人 君 

・本日もニコニコ箱へのご協力ありがとうございます  西山 潤一 君 

 

 

委員会報告 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎米山奨学委員会       カウンセラー 大矢 克巳 

             米山奨学生 グェン・トゥ・タオさん 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベトナムから来られた、米山奨学生のグェン・トゥ・タオさんが例会に出席されまし

た。中嶋会長より奨学金の授与が行われ、その後、タオさんより近況についてお話し

ていただきました。 

 

 

 

 
 

☆ 今週のお祝い   ~6 月 結婚記念日 ~ ☆ 

                                         



 

 

◎インターアクト委員会        委員長 森田 武雄 

6 月 9 日、大阪市立信太山青少年野外センターにて、2018-19 年度 インターアクト

新入生歓迎会がありました。  

当日は１０校のインターアクト生とカレー飯盒炊飯とキューブカレンダーの制作を

行い、交流を深めました。 

その後、第 4回インターアクト合同会議が、大阪市立信太山青少年野外センター 研

究室にてありました。議題は 1）2019 年海外研修研修について、2）8月香港ＩＡ受け

入れについて、3）2019 年ＩＡ年次大会について 4）次年度以降の新入生歓迎につい

て会議し、その後、各校インターアクトクラブ活動報告にて終了しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎国際奉仕委員会        委員長 空門 満也 

次年度国際奉仕委員会からご報告させていただきます。 

2020 年ロータリー国際大会のご案内です。2020 年度はまぶしい太陽と暑い潮風の

パラダイス・ハワイの「ホノルル」で開催されます。日程は 2020 年 6 月 6 日～10

日です。 

ご参加される方は私までご連絡頂きますようよろしくお願いします。また詳細は MY 

ROTARY からでも確認できます。 



 

 

◎ゴルフ同好会       キャプテン 空門 満也 

ゴルフ同好会からです。 

先週 6月 5日水曜日田辺カントリークラブにおきまして本年度最後第4回ゴルフコン

ペを開催いたしました。予約いただきました小林会員にも参加いただき 16 名 4 組で

のコンペとなりましたが、雨にも降られることなく、赤ちゃん狸の出現もあり非常に

楽しいコンペになりました。そんな中、見事優勝されたのは樋本会員でした。誠にお

めでとうございました。来年度は引き続き私と新たに間会員の Wキャプテンで開催さ

せていただきたいと思います。次年度も皆様のご参加よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

「 今年度の実績報告と反省 」 

    

 

 

 

 

 
 

◆クラブ奉仕委員会   委員長 藤本 和俊 

本年度各委員会事業に関しましては、それぞれ積極的にご参加、ご協力頂きあり

がとうございました。これも中嶋会長方針が浸透されている成果だと思われます。 

卓話時間では地区研修クラブ奉仕アンケートから会員増強の地区現況と比

較をして報告させて頂きました。またクラブの財政面での年会費、入会金など

他クラブと比べ参考になるところも多々あり、魅力あるクラブづくりに対する

クラブ戦略委員会の今後の活動を期待します。そして同好会活動ではグルメ同

好会が復活し、会員交流の親睦の場を提供して頂きました。橋本会員には大変

ご足労頂き有難うございました。 

新入会員増強につきましては、情報集会席上で大東増強委員長のもとで皆様

方の貴重な意見を聴かせて頂き、参考になる集会であったと思います。今年度

3名入会、2名退会、純増 1名の結果となりましたが、55周年に向け 50 名の会

員増強を引き続き宜しくお願いします。 

 最後になりましたが、中嶋会長・木村幹事・村本事務局員一年間大変ご苦労

様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆職業奉仕委員会    委員長 柿木 篤 

職業奉仕委員会委員長として、内容の濃い一年間を過ごさせて頂き、ありがとうござ

いました。本年度職業奉仕委員会はまず谷川中学校にて中学 1年生を対象とした出前

授業で、5名の会員に講師をして頂きました。講師それぞれ手法は違いましたが、各々

の職業の専門性を知ってもらえ、また経験からでてくる言葉一つ一つにこども達も真

剣に授業を受けてくれたものと思います。次に「職業奉仕月間」での卓話と情報集会、

先週の卓話 



 

 

「職業奉仕とは何か？」という点にお話をさせて頂いたのですが、伝え方、話の組み

立て方などをもっと考えていかないと反省しております。最後に春の家族会、４３名

の会員、ご婦人にご参加いただきました。新しい技術に触れて頂き、歴史ある料亭で

の会食、そして日本の伝統技術を施した「接遇」の場所を体験、本来であれば一軒一

軒もっと時間を取り、ゆったりとした時間を過ごせるように計画できなかったのが反

省点であります。今年度経験したことを次年度以降にもつなげていけるように頑張っ

てまいります。 

会員諸兄のご協力のもと一年を全うする事が出来ました。感謝しております。誠にあ

りがとうございました。 

・2019/09/07 出前授業 ＠谷川中学校 

・2019/01/22 卓話 ～職業奉仕月間に因んで～ 

・2019/01/22 情報集会 ＠まんまや 

・2019/04/02 家族会 ＠京都 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆社会奉仕委員会     委員長 中 恒夫 

本年度社会奉仕委員会の事業報告をさせていただきます。 

1. 大東市療育センタ－への慰問 

７月１３日夏祭り有志５名参加 

１０月１３日運動会 

１２月７日クリスマス会西山副委員長と参加 

以上の事業に飲み物、お菓子等を会長のご厚意で寄贈させていただきました。 

2. 平成 30 年７月の豪雨義捐金を例会にて募り ７月２５日に地区へ１６７，０００

円を送金いたしました。 

3. ９月１１日共同募金（バッチ募金）を例会で募り３２，０００円を寄付いたしました。 

4. ９月１６日大東市民まつりで盆踊り警備に参加、多数のメンバ－参加を頂きました。 

又、市民まつり広告協賛として、大東ロータリークラブで掲載させて頂きました。 

5. 秋・春の交通安全運動に協賛、参加 

 ９月２１日秋の交通安全運動は雨のため中止となり、５月１０日春の交通安全運

動には、数十名のメンバ－参加いただき、啓蒙品の配布を行いました。 

6．１１月１３日（火）例会卓話担当では、大東市福祉、子ども部子ども室よりゲス

トスピ－カ－として、鳥山室長、栗田課長に参加いただき「幼児教育、保育料の無

償化について」ご講演いただきました。また、同日よる情報集会においては、同市

青木部長にご参加いただき、同テ－マについて質疑応答をお願いいたしました。 



 

 

7. １２月１１日当クラブクリスマス会おいて、歳末助け合い運動の一環として、寄

付金のお願いを行い計３５，０００円の寄付を行いました。 

8. 薬物乱用防止「ダメ！絶対」の運動として前回寄贈済みの啓蒙品の在庫不足の申

し出があり、箸３０００セットを追加で寄贈しました。この事業については、木村

会員、佐藤会員には大変ご負担をかけました。 

9. 三好長慶の広告協賛金として３０，０００円を橋本直前会長にご負担いただきました。 

以上、各事業には、メンバ－の皆様には、大変ご協力いただきありがとうございました。 

お礼を申し上げ事業報告といたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆国際奉仕委員会     委員長 杉原 巨峰 

平素は国際奉仕活動へのご理解、ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

当委員会ではロータリーの基本理念である「奉仕の精神」をもって国際社会における

現象に目を向けて、本年度中嶋会長スローガンにあります『もっと自由に、愛をこめ

て』を精神に進めてまいりました。 

実績としましては、年頭の７月には、ミャンマーティアリ小中学校への雨水貯水タン

ク設備募金へのご協力を会員皆様に頂きました。 

多額の寄付を頂き 2018 年 11月 16日には NPO法人 国境なき奉仕団との共同事業が執

り行われました。中野秀一会員、中野隆二会員に多大なご尽力を頂いた事に感謝致し

ます。誠にありがとうございました。 

又、２月には「世界理解に因んで」という事で、卓話と情報集会を担当させて頂き

ました。若いメンバーが増えたこともあり、国際奉仕の基本的理念に基づいた卓話を

させて頂きました。 

情報集会では、当クラブにおいて「姉妹クラブ・友好クラブとの歩み」というお題で、

特にスワンシーとの関係性、そこから生まれる交流と親睦について岡本会員、橋本会

員からお話を頂くことが出来ました。誠にありがとうございました。 

又、3 月 9,10,11 日には、国際交流親睦を目的としまして、台湾スワンシーRC２８周

年記念式典出席と伴に、当クラブ５０周年の際の来訪への感謝の意を表して、記念事

業の三好長慶像レプリカの贈呈と、１１日には昨年１２月２日に執り行われました

WCS 事業新北市立中和中学校特別支援学級『情緒緩和地区』事業への視察と感謝状の



 

 

受け渡しが執り行われました。 

多数の会員、又奥様方のご参加に大変感謝しております。 

 反省としましては、５０周年でネパール国カトマンズ西 RC との友好締結後の進展

を計れていないことです。 

 一年間、会員皆様にはご協力頂きましたことに大変感謝致しております。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆青少年奉仕委員会   委員長 空門 満也 

本年度 青少年奉仕委員長を担当させていただきました空門です。 

昨年 7 月 4 日に大東市民会館キラリエホールで開催されました第 34 回青少年健全育

成市民大会を始まりとし、第３９回大東ロータリー旗争奪少年野球大会を担当させて

いただきました。9 月 2 日の開会式におきましては中嶋会長より「野球というスポー

ツから心、愛を学んでこれからの人生に役立ててほしい」と話されたこと、諸福スパ

イダースのヨシドメリュウタ君が急きょ宣誓することになり、緊張しながらも非常に

頑張って宣誓したことが印象的でした。9月 23 日の決勝戦におきましては寺川ブラッ

クスと諸福スパイダースの熱い試合が繰り広げられ、先取点を許したものの逆転をし

た寺川ブラックスが 1点を守り切り優勝し非常に素晴らしい試合となりました。 

この時の反省点としましては、決勝戦の時間とは別に閉会式の集合時間を案内しまし

たが、想定よりも早く試合終了したため、参加予定者のメンバーにご迷惑をお掛けし

ました。次回からは決勝戦の時間のご案内のみの方が良いかと思います。 

９月１５日には大阪 YMCA 会館におきまして青少年奉仕委員長会議が開催され「青少

年奉仕活動と危機管理」について第２６８０地区黒田危機管理委員会委員長の講演が

ありました。そこでは中野隆二インターアクト地区委員長も出席し海外研修などの報

告をインターアクターと共にしていたのを思い出します。 

１１月９日には第 13 回大東市小中学生弁論大会がサーティホール大ホールにおきま

して開催されました。 

「心をことばに～伝えたい気持ち～」をテーマに小学校 6 年生 1059 名、中学生 2230

名の中から選ばれた 10 名の弁論と小学 5年生 12 名による 1分間スピーチ「私の学校

紹介」が、会場がいっぱいに埋め尽くされた中、大東ロータリークラブ会長賞は小学

6 年生の部は、ごみ問題について考えた「自分たちの未来」を発表した住道北小学校

の藤井ここみさん、戦後 73 年が過ぎ語り部がいなくなろうとする中で「平和なくら

しを守り抜く」を発表した氷野小学校の窪田いろはさん、中学校の部は東京オリンピ



 

 

ック開催に伴って「おもてなしとは」を発表した住道中学校の加藤ゆいさん、自分の

理想とそのためにすべきことについて「理想の自分になるために」を発表した四条中

学校の京名はると君の 4名が受賞されました。当日は駐車券が発行される旨を伝えら

れず、駐車券を取りに戻ってもらうなど配慮に欠けました。 

5 月 14 日の青少年奉仕月間卓話では第 2660 地区 地区危機管理委員会副委員長 近

藤眞道（しんどう）様より「ロータリー青少年保護と危機管理」というテーマで卓話

いただきました。そして同日午後 6時よりまんま家にて青少年奉仕情報集会を開催い

たしましたがテーマが幅広くなりうまく進行できませんでしたが、経験や知識が豊富

な会員の皆様のおかげをもち無事終了することが出来ました。このように至ら無き事

多き委員長でしたが会員の皆様のご協力をもちまして 1 年を終えることが出来ます。

心より感謝申し上げます。 

活動報告 ■ 第 34 回青少年健全育成市民大会       平成 30 年 7 月 4 日 

     ■ 第 39 回大東ロータリー旗争奪 少年野球大会 

      開会式 平成 30 年 9 月 2 日    閉会式 平成 30 年 9 月 23 日 

     ■ 青少年奉仕委員長会議           平成 30 年 9 月 15 日      

     ■ 第 13 回大東市小中学校生弁論大会      平成 30 年 11 月 9 日 

     ■ 青少年奉仕月間に因んで（卓話）      平成 31 年 5 月 14 日 

ゲストスピーカー第2660地区 地区危機管理委員会副委員長 近藤眞道様 

     テーマ「ロータリー青少年保護と危機管理」 

■ 情報集会                 平成 31 年 5 月 14 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆地区インターアクト委員会 委員長 中野 隆二 

本年度、地区インターアクト委員会 委員長を仰せつかり出向をさせて頂きました。 

本年度は、当地区委員会の活動方針の一つであります、新クラブ創立発展に於きまし

て、池田くれはＲＣがホストクラブとなり、アサンプション国際中学校高等学校 IAC

が創立され、１１ＲＣがホストとのもと、１０学校の IAC（合計３００名）インター

アクターの皆様と活動をさせて頂きました。そして海外研修は、８月２日～５日まで 

3 泊 4 日の行程で台湾台中へ行って参りました。現地では RID３４６１地区インター

アクトクラブの皆様に受けいれを頂き、様々な異国間交流事業を通じ、両国を尊重出

来、国境を越えた友情が芽生えた事と、参加したインターアクターの皆様には国際感

覚溢れる日本の将来を支えて頂ける人材と成ってくれるものと思います。 次は１１

月４日にインターアクトクラブ年次大会が浪速中学校高等学校に於いて開催されま



 

 

した。 そして８月に行いました海外研修の報告と各１０学校の今年度活動報告をさ

せて頂きました。その後は、講師に日本赤十字大阪支社より講師をお迎えし、「災害

から生命を守り未来へつなごう」をターゲットに掲げ、インターアクターの皆様が、

自らがどのような活動支援ができるのかを、グループワーク後に発表会を行いました。

そして結びに各１０学校のインターアクター代表からのご挨拶にて、「日々インター

アクトクラブへ参加し大変貴重な経験をさせて頂き感謝致しております」と、各ロー

タリークラブの皆様へ御礼の言葉を頂戴しました。そして６月９日には信太山青少年

野外活動センターにおきまして新入生歓迎会がおこなわれ、各学校 IAC の新入生の歓

迎と、学校間の親睦・情報の共有・各学校と提唱ＲＣと交流の強化を目的とし開催を

させていただきました。 

大東ＲＣ中嶋会長はじめメンバーの皆様には、日頃より地区インターアクトの活動に

多大なるご理解とご支援いただけましたことを心より感謝を申し上げます。本年度は

第２６６０地区の IA 委員長として出向させて頂き大変貴重な経験をさせていただき

ましたことに御礼を申し上げます。一年間誠に有難うございました。  

《 今年度事業報告》 

７月 ９日 大阪桐蔭 IAC 例会 

８月 ２日～５日 海外研修 台湾台中（３４６１地区） 

１１月 ４日 年次大会（浪速中学校高等学校） 

６月 ９日 新入生歓迎会（信太山青少年野外活動センター） 

 

 
次年度（２０１９-２０年度） 

●第３回クラブ協議会のお知らせ● 
 

次年度 第３回クラブ協議会を下記の通り開催いたします。 

次年度の理事・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６月２５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。 

 
２０１９～２０２０年度の集合写真を７月２日（火） 
例会終了後に撮影いたします。 

７月２日は上着・ネクタイ着用でお越しください。 


