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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

「 One for all ,All for one 」

国際ロータリー会長

２０１９年～２０２０年度

ロータリーは世界をつなぐ

国際ロータリーのテーマ

令和元年 7 月 2 日
今週の予定

No.2461

（7 月 2 日）

「新年度の方針発表」
会長・幹事・奉仕委員長

次週の予定

（7 月 9 日）

「新年度の方針発表」
各委員長・会計・ＳＡＡ

先週の例会報告

会員数

39 名

出席数

特定免除 1 名
出席率

35 名
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(No.2460 の例会記録)
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◆ 出席報告（6 月 25 日分）
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2019-20 新年度スタート 例会後～集合写真
IAC 例会 17：30～
青少年健全育成市民大会 19：00～
支援センター 夏祭り 18：00～
例会休会
IAC 海外研修ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 15：00～
第 2 回・ガバナー補佐訪問
地区 クラブ国際奉仕・社会奉仕
合同委員長会議
14：00～
ＩＭ3 組 第 1 回燦々会(会長幹事会)
18：00～
ガバナー公式訪問

欠席者 3 名
0名

92.11％

ニコニコ箱

前々回 6 月 11 分
ホームクラブの出席者 31 名
メークアップの結果

86.11％

34 名

特定免除 4 名

その他免除

欠席者

修正出席率 97.14％

1名

0名

後面に記載
2018-19 年 度 累 計
年 間 予 算
達
成
率

2,500,000 円
2,500,000 円
100.00％

会長の時間

会長

中嶋

啓文

こんにちは。
前々回に皆さんにご承認いただいた細則の変更
を載せた新しい『2019 年版大東ロータリークラブ
定款・細則』を配布させていただいております。
ご一読ください。
早いもので、本年度も今日で終わります。本年
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きました。
詳しいことは、あとの「本年度の御礼と本年度を振り返って」で述べさせていた
だきます。
残念なことは、所信で述べさせていただいた事を十分に出来得たかったことです。
阿部首相のように再度やらせていただければもう少し出来たかも知れません。しか
し、もう立派な次年度が決まっているので止めておきます。
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、無事終えることが出来ました。本当に有難うございました。
来年の田川会長も相変わりませず、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。

委員会報告
◎ニコニコ箱委員会
・誕生日 自祝 入会記念日 自祝
メークアップ無 お詫び
・今日で本年度を終わらせて頂きます

委員長

西山

松原
一年間のご支援感謝致します
中嶋
・間委員長、柿木副委員長、大変お世話になりありがとうございました
木村
・第 3 回新クラブ協議会よろしくお願いします
田川
・中嶋君、木村君 ご苦労様
大西
・中嶋会長、木村幹事、東村 SAA 一年間ご苦労さまでした
藤本
・メークアップ無 お詫び
髙島

潤一

清一

君

啓文

君

克己
和見
寛治
和俊
登

君
君
君
君
君

・中嶋会長、木村幹事 一年間お疲れ様でした、
大東
弘 君
・中嶋会長、木村幹事、一年間ご苦労さまでした
最後の最後、臨時理事会忘れておりました 申し訳ございませんでした 感謝
杉原 巨峰 君
・本日、次年度クラブ協議会よろしくお願いします
中野 秀一 君
・理事役員無事終了
東村 正剛 君
・池田会員、中嶋会長、木村幹事、ありがとうございました
柿木副委員長いろいろとお世話になりました
親睦活動委員会の皆さま一年間ありがとうございました
間
紀夫 君
・間委員長、柿木副委員長、設営段取り、お疲れ様でした
中嶋会長、木村幹事ありがとうございました 感謝
中野 隆二 君
・池田さん色々とありがとうございました 函館競馬場満喫させていただきました
中嶋会長、お心遣いありがとうございました
また、親睦打ち上げ旅行参加頂いた皆さん本当にありがとうございました 感謝
柿木
篤 君
・柿木会員打上げありがとうございました 間委員長、お疲れ様でした
池田会員ありがとうございました
谷中 宗貴 君
・親睦旅行、皆様ありがとうございました また柿木会員設営ありがとうございま
した 感謝 森脇 克弥 君
・池田さん、函館競馬場では大変お世話になりました 感謝
森脇 克弥 君
・中嶋会長、木村幹事、一年間ご苦労さまでした
中野隆二さん昨日はお世話になりました
森田 武雄 君
・親睦委員長委員会 打上げ参加者一同
・親睦打ち上げ旅行では、皆様大変お世話になりありがとうございました
西山 潤一 君

◎米山奨学委員会

米山奨学生

グェン・トゥ・タオさん

いつも奨学金をいただいてありがとうございます。最近、大学で忙しくて、インタ
ーシップのことに集中しています。5 月の 28 日に米山奨学金の先輩たちから勉強会
を行って頂きました。たくさんの経験を話して、例会で何を話したら良いとかも教
えてくれました。6 月 2 日に米山奨学金の日本料理クラスに参加しました。日本料理
が美味しかったです。ありがとうございます。
（6 月 11 日例会に出席された米山奨学生タオさんよりコメントを頂きましたので掲載させて頂きます）

2019-20 年度 インターアクト例会
開催のお知らせ
2019-20 年度
日
場

時
所

インターアクト例会が 7 月 8 日に開催されます。
令和元年 7 月 8 日（月） 開催 17：30～
大阪桐蔭本館１階 会議室

* 多数のご参加よろしくお願いします。

２０１９～２０２０年度
●次年度予定者

第３回クラブ協議会開催●

６月２５日（火）例会後～、次年度予定者 第３回クラブ協議会が開催されました。
次回は７月２３日（火）例会後、福田ガバナー補佐をお迎えして開催を予定しており
ます。

先週の卓話

「

今年度の実績報告と反省

」

～本年度の御礼～
◆会

長

会長

中嶋

啓文

昨年の７月３日にスタートをさせていただいた 2018～2019 年度も、今日で最終と
なりました。もっともっと会員相互が助け合い輪になっていけるクラブを、益々魅
力ある、個性ある元気なクラブを、そして有意義で自由なロータリーライフが送れ
るクラブを目指して、『もっと自由に、愛をこめて』をスローガンに掲げ、５０年も
の間築き上げられて来ました伝統ある大東ロータリークラブの５１年目の「当番」
として会長職を頑張らせていただきました。
「会長の時間」も３６回の例会で３４回の時間をいただきました。
（１回は台風の為休会、１回は２クラブ合同例会の為）
ロータリーの目的は、『意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育む
ことにある。』とされています。
この目的をしっかりと心に持って、
クラブ奉仕委員長の藤本会員は、特定分野の７つの委員会を引っ張っていただき、
またクラブ戦略委員会では、会長経験者として貴重な意見を多くいただきました。
職業奉仕委員長の柿木会員は、出前授業の采配や、春の家族会では大いに手腕を
発揮していただきました。報告と反省では、「自分の力の無さを痛感した」と反省を
されていましたが、十分に果たされたこと思います。
社会奉仕委員長の中会員は、大東市療育センターへの慰問を積極的にしていただ
きました。また、市役所との連携を深めていただき様々な社会奉仕事業に参加を呼
びかけていただきました。災害義捐金や募金活動等にも大いに活動をしていただき
ました。

国際奉仕委員長の杉原会員は、国際奉仕に関する知識を広めていただきました。
台北燮溪ＲＣの２８周年への訪問では、両クラブの親睦とＷＣＳ事業の視察に努力
していただきました。
青少年奉仕委員長の空門会員は、少年軟式野球大会や大東市小中学生弁論大会な
ど事業の継続と、特定分野の委員会であるインターアクトクラブ事業にも率先して
参加協力していただきました。
地区ＩＡ委員会に委員長として出向していただきました中野隆二会員は、地区役
員として大いに手腕を発揮され大東ＲＣの名を高めていただきました。そして理事
としても運営にご協力をいただきました。
そして、５大奉仕委員会の特定分野の委員長の皆さん、
会員増強委員長の

大東会員

ロータリー情報委員長の
プログラム委員長の
親睦委員長の

小川会員

小林会員

間会員

ロータリー財団委員長の
米山奨学委員長の

高島会員

松原会員

インターアクト委員長の
シンギング委員長の

森田会員

西山会員

西山会員には、半年間ニコニコ箱委員長も兼任していただきました。
広報委員長には、途中から森脇会員にもお世話をお掛けしました。
委員長の皆さまにはそれぞれのお役目を十二分に果していただきました。予定者の
段階からの一年半の間、お世話をお掛けしました。本当に有難うございました。
そして、本年度、会長諮問委員会であるクラブ戦略委員会の委員長を無理やりお
願いした橋本直前会長、本当にご苦労様でした。これからの大東ＲＣの進んで行く
道筋を創っていただきました。また、これから大東ＲＣを引っ張っていく皆さん方
が大いに議論する場所や雰囲気をこしらえていただきました。有難うございました。
会計の中野秀一会員。ＳＡＡの東村会員。クラブの中核を担い孤軍奮闘していた
だきました。
幹事の木村会員は、何一つ文句も言わず共に歩んでいただきました。本クラブの
例会には、皆出席をしていただきました。多々苦労をかけたことと思います。本当
に有難うございました。
所信で「クラブを継続して行くためにはやはり会員の増強が必要です。目標は会
員数を当クラブの５５周年には５０名を確保すること」と目標を立てましたが、３
名の入会、１名の退会、１名の除名で実質１名の増員しか出来ませんでした。僕の
力の無さです。申し訳ございませんでした。次年度からの活躍に期待します。次年
度からは、もっともっと協力をさせていただきます。

また、「ロータリークラブは高潔性と高い倫理観を持った個々の集まりで成り立
っています。クラブが何をしているかではなく、クラブに入っている人が何をして
いるかです。お役所的な感覚で、消化する為の予算主義は捨て、個人の自由な発想
で、できるときにできることをするべきです。」と所信で述べさせていただきました。
言葉足らずで、皆さんにはあまり理解してもらえなかったかもしれません。委員長
さんにはご無理をお願いしたことと思います。
それに、本年度はクラブにとって大きな節目の５０周年を終え、クラブの貯えが少
なくなったことも踏まえ、本会計やニコニコ会計においても、出費を極力減らすよ
うにお願いしました。
おかげをもちまして、本会計で約２４０万円（入会金３名分含）ニコニコ会計で約
９０万円の余剰金を残すことが出来ました。ご協力有難うございました。
前々回でご報告させていただきましたが、ＲＩは年々変化をしています。ロータリー
クラブのメンバーは、
『多くの知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること』
（ロータリーの目的第１項）
『職業上の高い倫理観を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に
奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること』（ロータリ
ーの目的第２項）
『ロータリアン一人一人が個人として、また事業及び社会生活において、日々奉仕
の理念を実践すること』（ロータリーの目的第３項）
と定義されています。
ロータリークラブはライオンズクラブや他の団体とは区別して活動してきたこと
と思います。ライオンズクラブが「We Serve」と定款で謳っているように、ロータ
リークラブは「I Serve」とは謳っていませんが、目的の３つの項目を見る限り個人
主体です。先ほど述べたように、高潔性と高い倫理観を持った個々の集まりで成り
立っています。そして、クラブが主体です。ＲＩがどのように変わっても基本は変
わることがないと信じています。ロータリークラブとして、「変えてはならない事」
と「変えていかなければ事」をよく理解し認識して、これからの行動に移していた
だきたいと思います。
最期になりますが、本年度ホームクラブ出席の一番多かった会員とニコニコ寄付
金の多かった会員に記念品を贈りたいと思います。
ホームクラブ出席

（会長・幹事を除く）

欠席１日

中野秀一会員・空門満也会員

欠席２日

生駒智人会員（新入会員で一番）

ニコニコ最多高額寄付者

（会長・会長エレクト除く）

第１位

大東弘会員

第２位

高島登会員

一年間ご協力有難うございました。
一年間多くの出来事がありました。様々な事業、楽しかった家族会やクリスマス
会、そしてゴルフやグルメ同好会等々。まだまだお礼を言わなければならない方が
多勢おられます。すべての会員の皆さん、盛り上げていただきました奥様方、そし
て事務局員の村本さん。
皆さんのお力添えによりまして一年間「当番」としてのお役目を無事終わらせて
いただきます。
すべてに有難うございました。

例会精勤賞者、ニコニコ箱

上位寄付者へ中嶋会長より記念品贈与

◆S.A.A

S.A.A 東村

正剛

本年度、中嶋会長の方針である「もっと自由に、愛をこめて」のもと会場監督と
して、例会の進行を秩序正しく楽しい雰囲気づくりに心掛け、私語の防止、座席の
整理や食事、配布資料等のチェック、親睦活動委員会と連携・協力し共に来客や会
員の皆様方を笑顔で迎え入れるよう努めて参りました。また、例会の進行において
も、ただ事務的に進行するのではなく、冗談も交えながら笑いがでるよう努めて参
りました。ただ、お客様の名前の読み間違いや進行の間違いなど聞きづらい点もあ
ったかと思いますが、そこはロータリーの友情でもってお許しを頂きたいと思います。
次年度 S.A.A の中野隆二会員に引継ぎさせて頂きたいと思います。間親睦活動委
員会委員長はじめ親睦活動委員会の皆様には設営面では、大変お世話になりました。
有難うございました。そして、中嶋会長、木村幹事をはじめ会員の皆様、一年間誠
に有難うございました。感謝申し上げます。

◆幹事

幹事

木村

克己

本日この様に最終例会を無事迎えられた事に対しまして、理事役員の皆様はもと
より各委員長の皆様及び会員諸兄の皆様のご理解、ご協力に厚く感謝申し上げます。
そして何よりも中嶋会長におかれましては、一年間本当にお疲れ様でした。ご自身
のお身体の不調ありましたが、無事全例会休む事なく出席され、３６回に及ぶ「会
長の時間」を無事終了されました事に感謝と敬意を表したいと思います。
この１年を振り返りますと幹事の役割は大きく三つあると感じております。一つ
目は「次年度段階における本年度の準備」、つまり当該年度の全人事や年間スケジュ
ールの決定、ロスターに掲載する内容を決める役割。本年度に関しましては、次年
度段階でも委員長の変更、そして本年度スタート後も委員長の退会などがあり、小

川委員長、中委員長、西山委員長、森脇委員長には快くご協力を賜り本当にありが
とうございました。本年度突入後については例会や各事業については各担当の委員
長様が責任をもって職務を遂行して頂き、幹事としては何もする事が無い状況を作
って頂きました。二つ目は「各種会議の運営」です。理事会については事前調整に
対する各委員長のご協力もあり比較的スムースに議事進行が出来たと感じておりま
すが、イレギュラー的な事は必ず発生するもので、その都度理事会メンバーのご理
解を賜り何とか一年を無事終える事が出来ました。クラブ協議会については、本年
度は丹羽ガバナー補佐に二回もご参加頂き、RI 及び２６６０地区に関する情報を多
くお話頂き、当クラブからも色々意見が出て大変有意義であったと思っております。
三つ目の役割は「会長補佐」、つまり会長のお供です。本年は他クラブの周年式典参
加が３回、会長・幹事会が４回、その他の会合など月に１、２回は会長のお供をさ
せて頂きましたが、中嶋会長はどこの席でも話の中心であり、その横で会話を聞い
ているだけで勉強になり充実した時間を過ごさせて頂きました。
最後に次年度段階を含めこの一年半、事務局の村本様には大変ご苦労をお掛けし
ました。怒ったり無理をお願いしたりもしましたが、いつも変わらぬ笑顔で対応し
て頂いた事に厚く感謝申し上げます。大きく変わろうとしているロータリークラブ
という組織の中で我々が「大東らしさ」を今後も維持していく上でも、事務局の果
たす役割は大変大きいと感じております。私自身も今回の経験を生かしてこれから
のロータリーライフを意味あるものにしたいと思います。
一年間、本当にありがとうございました。

グルメ会開催
2018-19 年度 第 3 回グルメ会が 6 月 29 日 18：00～
いて開催されました。

さんわ（生駒）にお

