
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
今 期 累 計 259,797円 

年 間 予 算 2,500,000円 

達 成 率 10.39％ 

 
 
 
・8/13   休会 
・8/20   大東ＲＣ旗杯争奪少年野球大会 
      優勝旗返還式 協賛金贈与式 
・8/20   第 1 回 クラブ戦略委員会 例会後～ 
・8/20   クラブ奉仕 情報集会 18：00～ 
・8/24  地区 クラブ職業奉仕委員長会議 10：00～ 
・8/31  地区 クラブ青少年奉仕委員長会議 13：30～ 
 
 
・9/1   大東ＲＣ旗杯争奪少年野球大会 開会式 
・9/14  地区 ロータリー財団セミナー 14：00～ 
・9/17   休会 
・9/21  地区 米山奨学委員長・カウンセラー研修会 

14：00～  
・9/23   大東ＲＣ旗争奪少年野球大会 閉会式 

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 8 月 6 日   No.2465   R1.7.30 (No.2464 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 30 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 7月 9日分 

ホームクラブの出席者 33名  94.29％ 

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％ 

後面に記載 

 
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 

お知らせ 

先週の例会報告 

ニコニコ箱 

 
ロータリーは世界をつなぐ 

 

次週の予定   （8 月 20 日） 

今週の予定   （8 月 6 日） 

「 会員増強月間に因んで 」 

 橋本 正幸 会員増強委員長  

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 

「 クラブ奉仕部門の運営について 」 

大東  弘 クラブ奉仕委員長  



 

 

   
 

皆さん今日は、大変蒸し暑い日が続いていま

す。 

先日近畿地方も梅雨明けが発表されまして、

本格的な夏となってきます。今年の夏は例年よ

りも猛暑日が多くなると言われておりますの

で、皆さんも熱中症など、体調面にも十分注意

してください。 

さて、本日はガバナー公式訪問ということで、

2660 地区より四宮ガバナーが来られております。卓話を宜しくお願いします。 

今日は、ロータリー年度はなぜ7月から始まるのか？についてお話したいと思います。

通常、個人事業主も、会社も、事業年度があり、個人の場合は1月から12月までと決め

られていますが、会社の場合は事業年度を会社の都合で自由に決めることができます。 

ロータリーの最初の会計年度は、第 1 回大会が終了した翌日、1910 年 8 月 18 日

に始まりました。翌年度 1911 年も同様に、8月 21 日開始となっていますが、この年

に、ロータリー全米連合会から、ロータリー国際連合会となりました。 

さらに翌年の 1912 年 8 月、理事会が当時の国際ロータリー・クラブ連合会の会計

監査を依頼した際、クラブ幹事と会計が十分な時間をもって、大会に向けた財務報

告を準備し、クラブ代議員の数を決定できるよう、会計年度の最終日は 6月 30 日に

するのがよいとの提案を会計士から受けました。執行委員会はこれに同意し、1913

年 4 月の会合で、6月 30 日を会計年度最終日と定めました。 

ロータリーはその後、1917 年まで、7 月または 8 月に年次大会を開催していまし

たが、1916 年大会(米国・シンシナティ)での代議員が、夏場の暑さを考慮し、大会

を 6月に開催する決議案を採択しました。 

これにより、次の大会となるアトランタ大会は6月 17日～21日に開催されました。 

「ロータリー年度」という表現は、ロータリーの運営年度を示す用語として、1913

年から使用されているようです。よって、100 年も前から「ロータリー年度」は 7

月 1 日から始まり、6 月 30 日に年度が終わります。以上、事業年度が 7 月から 6月

の 1年間になった経緯です。 

最後に、私は毎週日曜日は朝からラグビースクールの練習の為家にいませんが、

先日 15 日の祭日に妻と映画を観に行ってきました。皆さん今年、奥様と観に行った

ことありますか？朝 10：00～観て、昼食を食べながら映画の話に花がさき、ではと、

夜 7：00 よりナイトで違う映画を観てきました。 

皆さま、たまには奥様とどうでしょうか？  

  

会長 田川 和見 
会長の時間 



 

 

幹事 中野 秀一   

 

7 月 29 日（火）18 時よりホテルモントレー大阪におきまして、2019-20 年度 IM3

組会長幹事会が開催されました。3組のロータリーデー実施に関する件が議題にあり、

次年度ホストクラブについて 8月理事会において協議致します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 

 

    2019-2020 年度 国際ロータリー第 2660 地区 地区大会 
 

地区より、地区幹事 津田良樹様、上田勝嗣様が来会され地区大会の 

PR をして頂きました 

 
２０１９～２０２０年度 

 

クラブ奉仕委員会 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８月２０日（火） １８：００～ 

場  所 まんま家  

会  費  ５,０００円  

 



 

 

 

◎ニコニコ箱委員会                  副委員長  生駒 智人 

・結婚記念日 自祝      福富 經昌 君 

・入会記念日 自祝       間  紀夫 君 

・四宮ガバナー本日の公式訪問ありがとうございます  

また卓話もよろしくお願いします     田川 和見 君 

・田川会長、会長幹事会お疲れ様でした    中野 秀一 君 

・橋本会員、お世話になりありがとうございました   木村 克己 君 

・梅雨明け、夏本番！ 熱中症に注意しましょう！！  東村 正剛 君 

・先週のプラスアルファーの卓話 ありがとうございました 中嶋 啓文 君 

・ガバナー四宮様、公式訪問ありがとうございます 感謝  中野 隆二 君 

・鯛爆釣！ 隆ちゃんありがとうございました   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す  西山 潤一 君 

・杉原さんありがとうございました 気持ち改まりました  谷中 宗貴 君 

・インターアクト海外研修 8/2～8/6 行ってまいります  森田 武雄 君 

・特になにもありませんが、充実した日々に感謝！！  中野  剛 君 

・久しぶりに家族旅行に行って来ました  

本日のニコニコありがとうございました 感謝   生駒 智人 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎国際奉仕委員会       委員長 空門 満也 

7月27日谷町の大阪社会福祉指導センターにおきましてRI2660地区2019-20年度ク

ラブ社会奉仕・国際奉仕合同委員長会議が開催され出席してまいりました。 

本日おこし頂いている四宮ガバナーのご挨拶で始まり、財団補助金セミナー、RAC

サポートシステムについて、大阪府における薬物乱用の現状においてのお話の後、

ハンガーゼロ近藤総主事の講演がありました。 

近藤総主事は IAC の出身ということで当クラブも IAC を提唱するところから、非常

に喜ばしく思いました。講演では 1分間に 17 人が飢餓で亡くなっている話や日本の

食べ残しが世界の食料援助量の 4 倍以上あるということに驚きと残念さを感じまし

た。最後は国際大会についてハンブルク大会の報告とハワイ大会の案内があり閉会

いたしました。 

 

委員会報告 



 

 

 

 

 

 

「 四宮孝郎ガバナー公式訪問 」 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               第 2660 地区 2019-20 年度 ガバナー 

四宮 孝郎 氏 

 

マーク・ダニエル・マローニーRI 会長テーマ 

“ROTARY CONNECTS THE WORLD” 

  ～ロータリーは世界をつなぐ～ 
  

 マローニー会長はこのテーマを決めるにあたり、次のような思いを語っておられます。 

『ロータリーを通じて、私たちはつながります。 

ロータリーで私たちは、お互いの違いを超え、深く、意義あるかたちでお互いにつ

ながることができます。ロータリーがなければ出会うことがなかった人びと、職業

上の機会、私たちの支援を必要とする人たちとのつながりをもたらしてくれます。 

私たちは互いに、また地域社会とつながり、同じクラブの会員だけでなく、私たち

全員が属する世界的コミュニケーションの人たちとつながっています。 

ロータリーでの体験の中核にあるのが、このつながりです。それがあるから、私た

ちはロータリーに入会し、ロータリーにとどまるのです。ロータリーを成長させる

方法も、つながりあります。そして、これが 2019-2020 年度のテーマです。 

比類なき基盤を有するロータリーを通じて私たちは、人類の素晴らしい多様性とつ

ながり、共通の目的を追求しながら末永く深い絆をつくり出します。』 

この身近な言葉で語られている RI 会長テーマに基づき、2019～20 年度 第 2660

地区年次目標を 6 項目掲げました。 
 

先週の卓話 



 

 

1. クラブビジョンの策定 

  近年、国際ロータリーでは、柔軟性と多様性が強調されており、大きな潮流の

変化は加速度的に進んでいます。その為私たちの地区、及びクラブの地域特性、歴

史、規模に合った独自のビジョンを策定する必要があります。 

  まずクラブ内の分析をしなければなりません。 

● 年齢分布表 （10 年前・5 年前・現在） 

● 平均年齢 （10 年前・5 年前・現在） 

● 過去 10 年間の入退会者数 

 この分析結果をもとにクラブ内で話し合う機会を作り、会員相互で問題意識を共

有しましょう。そして「変えてはならないロータリー」「変えなければならないロー

タリー」を各クラブにて明確にしましょう。 

 

2. 会員基盤の強化を計る 

  職業分類制度を今一度見直し、男女の構成比、及び年齢別分類の分析をもとに、

多様な会員の入会を促進する必要があります。一方で会員が退会する原因を把握し、

その改善に努めなければなりません。 
 
3. ポリオ撲滅への協力 

  ポリオ撲滅はロータリーの最優先事項であり、世界中で撲滅されるまで、この

活動を続けなければなりません。 
 
4. ロータリー財団への寄付増進 

● 年期基金   1 人あたり 150 ドル 

● ポリオ基金  1 人あたり 50 ドル 

● 恒久基金   ベネファクター 各クラブ 1 人以上 

 

5. 米山記念奨学会への寄付増進 

● 1 人あたり 3 万円 
 
6. 公共イメージの向上を計る 

  IM ロータリーデーやクラブ事業等を利用して、会員以外にロータリーに触れて

頂く機会を設けることを強く推奨致します。 

● My Rotary 登録率       60％以上 

●クラブセントラル活用率   75％以上 
 
～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 
  
クラブへの強調事項 

①効果の持続性が期待される有意義な奉仕事業（活動の絞込み） 

  近年、残念ながら会員数が減少しているクラブにおいては、各奉仕部門の委員

会を兼務されている委員長もおられます。その状況でも充実した奉仕活動を実践さ

れていることは素晴らしいことですが、ともすれば単に過去の活動の踏襲に陥り、



 

 

検証すれば実際のニーズと離れたものになるケースがあるかもしれません。 

今年度は、再度検証され、奉仕活動を絞り込み、より一層有意義な活動をされるこ

とも選択肢の一つとして推奨致します。 

 

②ロータリーファミリーの絆を深める 

  ロータリーファミリーとは、青少年奉仕部門（インターアクト・ローターアク

ト・青少年交換・RYLA）や米山奨学生、財団奨学生等ロータリープログラムのメン

バー、並びに卒業・経験者であるロータリー学友の人達を表します。  

このロータリーファミリーの絆を深めることが、これからのロータリーを支える礎

となります。様々な機会を捉えて会員の方にファミリーの活動を知って頂きましょう。 
 
③ロータリー賞の獲得を目指す 

ロータリー賞の獲得は決して困難なものではありません。目標を立て、是非各ク

ラブが獲得されるように目指して下さい。 

 

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 
 
  私は、次年度地区スローガンを設定するにあたり、2 つのことを思い描き 

 ました。 

 ①常に相手の目線に立ったロータリーの奉仕活動を 

 私たちは奉仕活動をする際、常に相手の方に寄り添い、同じ目線に立って計画し、

実施して参りましょう。これにより真のニーズが把握でき、より実りの多い活動と

なることでしょう。そして感動と共に奉仕の喜びを分かち合いましょう。 
 
 ②新会員と共に 

入会 3 年未満の会員の退会理由には、様々なものがあると思いますが、真の理由

は「寂しさ」にあると思います。新しい仲間に寄り添い、新たな友人が出来た喜び

を分かち合いましょう。それがロータリーの発展にもつながります。 
 
 

そこで地区スローガン 

“Stand By You”～あなたと共に～ 

を掲げました。 
 
 これからの 1 年間クラブの皆様と共に考え、悩み、歩み、そして楽しんでまいり

たいと思っております。 

 どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※7 月 30 日（火）ガバナー公式訪問され、卓話をして頂きました四宮孝郎ガバナー

よりお礼状が届いております。掲載させて頂きました。 

 

 

 

2019 年７月 31 日 

大東ロータリークラブ 

会長 田川 和見様 

幹事 中野 秀一様 

 

国際ロータリー第 2660 地区 

   ガバナー 四宮 孝郎 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は地区ロータリ

ー活動にご尽力ご協力を賜りまして、深謝致しております。 

 さて、昨日の公式訪問に際しましては、格別のご高配にあずかり厚く御礼申

し上げます。 

 今年度の RI テーマは「ROTARY CONNECTS THE WORLD：ロータリーは

世界をつなぐ」です。そして地区スローガンを「”Stand by You”～あなたと共

に～」と致しました。 

ロータリークラブでは、常に相手に寄り添うことが大切だという思いを込めま

した。地域社会のニーズにあった奉仕活動を実践すること、そしてロータリー

クラブで築く新しい友情を分かち合うこと。これがロータリアンである喜びで

はないでしょうか。 

 私はこの１年間、クラブの皆様に寄り添い、共に歩むガバナーとして、役務

を全うしたいと考えております。一層のご支援を賜ります様、よろしくお願い

申し上げます。 

末筆ながら、貴クラブのますますのご発展と、会員の皆様方のご健康とご多

幸を祈念いたします。 

 

敬具 


