
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
今 期 累 計 75,797円 

年 間 予 算 2,500,000円 

達 成 率 3.03％ 

 
 
 

・7/12  支援センター 夏祭り 18：00～ 

・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 

・7/23   米山奨学生グェン・トゥ・タオさん例会参加 

・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 7 月 9 日   No.2462   R1.7.2 (No.2461 の例会記録) 

大東ロータリー会長テーマ 

「 One for all ,All for one 」 

◆ 出席報告（7月 2日分） 

会員数 39名 出席数 33名 欠席者 3名 

特定免除 3名 その他免除 0名 

出席率 91.67％ 

 

前々回 6月 18分 

ホームクラブの出席者 30名  88.24％ 

メークアップの結果 34名 

特定免除 5名  その他免除  0名 

欠席者 0名  修正出席率 100.00％ 

後面に記載 

「新年度の方針発表」 

 奉仕委員長・各委員長・会計・ＳＡＡ  

 
２０１９年～２０２０年度 

 
国際ロータリーのテーマ 

 
国際ロータリー会長  

 
  マーク・ダニエル・ 

マローニー 

今週の予定   （7 月 9 日） お知らせ 

創立 1967 年 12 月 26 日 
■会長 田川 和見 
■幹事 中野 秀一 
■広報委員長 森脇 克弥 
（会報） 

次週の予定   （7 月 23 日） 

先週の例会報告 

ニコニコ箱 

 
ロータリーは世界をつなぐ 

 

「新年度の方針発表」 

 各委員長  



 

 

 
 

本日より、この歴史・伝統ある大東ロータリーク

ラブ 2019～2020 年度の会長という重責を務めさせ

ていただきます、田川和見です。 

新年度を迎え、ここに立たせて頂いた今、緊張感

と身の締まる思いであります。 

私は 13 年前の 4 月 18 日、大西会員・小林会員・

成田会員の推薦の下、石丸会長の時に入会させて頂

きました。当時は 53 名の会員がおられ、私は親睦

委員会、藤本委員長の下、例会時の設営などをして、名前と顔を覚えてもらう事から

始まりました。 

そして 13 年間色々な委員長また、役職を経験させて頂き、4 年前初めて前の席に座

り SAA 司会をさせて頂き、3 年前 大東会長の時に幹事として、また、橋本会長の時に

は副会長、中嶋会長の時にはエレクトとして会長職の重さを勉強させて頂きました。 

これらの経験を生かしながら、先輩方に学びながら誇りを持って頑張っていきたい

と思います。 

私自身はラグビーというスポーツに約 50 年、そして四條畷ラグビースクールで今

は監督兼コーチをしています。コーチ約 25 名、生徒 70 名、父兄 50 名をまとめてお

ります。休日 年約 60 日 携わっています。水曜日も監督＆プレイヤーとしてナイタ

ーで教えています。先日の日曜日も大雨の中走ってきました。 

60 にもなろうとするおっさんが仲間や子供と全力で走り、楕円のボールを追いか

ける時間は至福の時です。そんな訳で 日曜日 ロータリー活動は中々参加出来ませ

んが、中野幹事、理事・役員・委員長をはじめ全てのメンバーのご理解とご協力を

得ながら一年間精一杯努めさせていただきます。どうか宜しくお願い致します。 

最後になりましたが、前年度 中嶋会長、木村幹事をはじめ理事・役員・各委員長

の皆様方、一年間本当にご苦労様でした。有難う御座いました。今後ともご指導の

程宜しくお願いいたします。 

以上を持ちまして会長の時間とさせて頂きます。 

一年間宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 田川 和見 
会長の時間 

大川会員の音頭で 

 「乾杯！」 

2018-19 年度 中嶋会長、木村幹事への 

記念品と花束贈呈 「お疲れ様でした」 



 

 

 

＜理事会報告＞ 

1. 秋の家族会行き先の件 島根方面   ・・・・・承認 

2.一般会計、ニコニコ会計予算案の件  

一部修正     ・・・・・承認 

3.インターアクト海外研修予算の件       ・・・・・承認 

4.少年野球大会協賛金の件           ・・・・・承認 

5.子ども支援センター 夏祭りの件   ・・・・・承認 

6.市民まつり 協賛の件      ・・・・・承認 

7.出前授業 日程および報奨金の件   ・・・・・承認 

8.松原会員退会の件      ・・・・・承認 
 

 

 
 

中野 剛 君 を紹介いたします。 
 

氏名：中野 剛（なかの つよし） 

事業所名所：株式会社 PLANT 

所在地：東大阪市荒本新町 3-29-401 

      06-6736-5466  

職業分類：建築 

推薦者：田川 和見・中野 秀一・中野 隆二 

 

 

 

 

 

◎ニコニコ箱委員会                   委員長  谷中 宗貴 

・誕生日 自祝         佐藤 多加志君 

・誕生日 自祝        柿木  篤 君 

・誕生日 自祝        西山 潤一 君 

・一年間よろしくお願い致します！     田川 和見 君 

・本年度が始まりました 一年間よろしくお願いします  中野 秀一 君 

・新年度、おめでとうございます     木村 克己 君 

・橋本さん、中嶋さんお世話になりました    藤本 和俊 君 

・食事会参加ありがとうございました 感謝   橋本 正幸 君 

・田川会長、中野幹事の出発を祝います    中嶋 啓文 君 

・新年度、一年間宜しくお願い致します    杉原 巨峰 君 

・グルメ同好会、橋本会員設営ありがとうございました 感謝 東村 正剛 君 

委員会報告 

幹 事 報 告 幹事 中野 秀一  

新会員紹介 



 

 

・グルメ同好会、橋本さんお世話になりました 中嶋直前会長ごちそう様でした 感謝 

         空門 満也 君 

・昨年度、親睦委員会のメンバーの皆さまありがとうございました 

          間  紀夫 君 

・本年度も宜しくお願い致します 感謝    中野 隆二 君 

・橋本さん、グルメ会段取りありがとうございました  

途中で失礼して申し訳ありませんでした    柿木  篤 君 

・親睦委員会の打上げ参加出来ず、すみません   岡井 康弘 君 

・橋本さんグルメの会、ありがとうございました  

楽しい時間過ごさせて頂きました 感謝    森脇 克弥 君 

・大西さん、グルメ会では送って下さいましてありがとうございました 感謝 

         森脇 克弥 君 

・橋本会員、グルメの会お世話になりありがとうございました  

田川会長、新年度宜しくお願い致します    森田 武雄 君 

・中野隆二さん大変お世話になりました 感謝   中崎  諭 君 

・先日のグルメ会、ありがとうございました 感謝    生駒 智人 君 

・1年間ニコニコ箱委員長させていただきます よろしくお願いいたします 

         谷中 宗貴 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆今週のお祝い ~ 7 月 Happy Birthday~ ☆ 

                             

                             

  
今月のお誕生日花は、新年度最初の月ということで当クラブ
も１歳、年を重ねることになります。 
本年度、田川会長の様な、エネルギッシュで明るい夏色の花
でアレンジ致しました。 
夏の定番、ヒマワリを中心に。花言葉は、夏の熱い太陽に
向けて、サンサンと咲き続けることから「あなたを見つめ
続ける」となっています。 
花言葉の様にこの一年田川会長を見つめ続け、真っすぐ伸びや
かにの思いでエルムレスをバックに生けさせて頂いています。 
本年度も良き一年になりますように。 
お誕生日おめでとうございます。 
 
花言葉 
・ヒマワリ…「あなただけを見つめ続ける」「憧れ」 
・エルムレス…「孤高を保つ」「信頼」 

７月のお花 



 

 

 

       

「 新年度の方針発表 」 

 

                 ●会長          会長  田川 和見 

本年度RI会長マーク・ダニエル・マローニー氏は

「ロータリーは世界をつなぐ」をテーマに掲げました。

ロータリーの礎(いしずえ)は「つながり」です。 

若い弁護士としてシカゴにやって来たポール・

ハリスがロータリーを創設した理由、それは見知

らぬ国見知らぬ街でほかの人たちと「つながる」

ことでした。ロータリーがなければ出会うことが

なかった人々、共通の考えを持った人々、私たちの支援を必要とする人々とつなが

り、世界中の地域社会で人生を変えるような活動を行うことを可能にしています。 

また、第 2660 地区 ガバナー四宮孝朗氏は RI 会長のテーマを受け、ガバナー方針

を “Stand By You”～あなたと共に～と定められました。そして、昨年 2月に開催

された、米山財団 50 周年の記念式典での講演にて、アダム・スミスの言葉を引用さ

れ、「傾ける耳」｢涙する目｣「差しのべる手」この 3つを兼ね備えていたのが、まさ

しく米山梅吉翁であったと話されておりました。大正 10 年 日本にロータリークラ

ブを初めて設立し、生涯 人のために尽くすことを信条として実行した人物であります。 

平成の 30 年間は日本人が初めて体験する、争いのない、戦争のない平和な時代で

した。しかし、阪神淡路大震災や東日本大震災を始めとする多くの地震や豪雨・洪

水などの災害により、多くの尊い人命が奪われた 30 年でもありました。 

そして今年５月１日より新天皇が即位され、新時代の幕が開きました。新元号は

「令和」「明日への希望と共に、日本人一人ひとりが大きな花を咲かせる」という願

いが込められています。 

大東ロータリークラブでも今年５２年目 最終例会は 2500 回という大きな節目を

迎えます。 

そこで、令和元年 クラブのテーマを「One for all ,All for one」にさせていた

だきたいと思います。「一人はみんなのために、みんなは一人のために」と捉えてい

る方が多いのですが、私はこう捉えております。「一人はみんなのために、みんなは

一つの目的のために」ここでいう目的：ラグビーでいうとトライです。ラグビーと

いうのは、そのポジションの人が自分の役割を果たさないと、トライが取れないス

ポーツなのです。 

私はロータリーの活動も同じだと思います。全員が役割をしっかり果たすこと、

それぞれの役割をきちんと果たしながら目的に向かい、お互いリスペクトし合いフ

ォローしていく。設立時からの歴史・伝統、先輩諸兄の輝かしい功績に対し感謝と

敬意を忘れる事なく、全員一人ひとりが奉仕の心を持ち、ロータリアンとして例会

や行事、親睦を楽しみ、会員はもとより会員のご家族を含めた楽しいロータリーを

先週の卓話 



 

 

目指し、メンバー全員でスクラムを組みましょう。 

若いメンバーが多くなった理事の事業を全員で応援して行きましょう。一人ひと

りがロータリアンとして大きな花を咲かせましょう。 

ロータリーの理念である「親睦・奉仕」を常に念頭におき、行動規範として四つ

のテストに照らし合わせて一年間愚直に会長職を務めさせていただきます。 

重ねて会員の皆様をはじめ、ご家族皆様方のご理解とご協力を宜しくお願いします。 

 

 

●幹事         幹事 中野 秀一 

本年度、田川会長が提唱されたテーマ「One for all , 

All for one」のもと、会員相互がスクラムを組んで、

地域のニーズに寄り添った奉仕活動に邁進し、地

域とクラブの存続・発展に取り組むと共に、メン

バー間の親睦が深められ、大東ロータリークラブ

が「所属する意義深い価値ある団体」へと更なる

進化を遂げる事が出来るよう、幹事としての役割を全うしてまいる所存です。皆様

にはご理解とご協力を宜しくお願い致します。  

 

 

 
 

 ＜2019-2020 年度 集合写真＞ 


