
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今 期 累 計 1256,000円 

年 間 予 算 2,200,000円 

達 成 率 57.09％ 

 

 

・6/1        例会臨時休会 

・6/8        例会臨時休会 

・6/15       例会臨時休会 

・6/22       例会臨時休会 

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 3 年 6 月 15 日発行   No.2540 2021.6.8（No.2539）の例会記録 

 

 

大東ロータリー会長テーマ 

「 ロータリーの機会はであい から 」 

◆ 出席報告（6月 8日分） 

 

      例会臨時休会 

 

前々回 6月 1日分 

 

 

      例会臨時休会 

後面に記載 

 

「今年度の実績報告と次年度への引継ぎ」  

           会長・幹事 

 

 
２０２０年～２０２１年度 

 
国際ロータリーのテーマ 

 
国際ロータリー会長  

 
  ホルガー・クナーク 

今週の予定   （6月 15日） 
お知らせ 

創立 1967年 12月 26日 
■会長 佐藤 多加志 
■幹事 東村 正剛 
■広報委員長 森田 武雄 
（会報） 

次週の予定   （6月 22日） 

先週の例会報告 

ニコニコ箱 

 

ロータリーは機会の扉を開く 

 

 

「今年度の実績報告と反省」  

            各委員長 

 

   

  



 

 

      

 

皆さん、こんにちは 

先ずご報告として、かねてよりご心配をお掛けいたしておりました 2022-2023 年 

度ガバナー補佐の人選についてですが、この度２６６０地区において推薦候補者 

決定の連絡を頂きました。大阪東 RC の塩谷 眞治様に決定されました。 

本件、決定に至るまで IM3 組内で紆余曲折御座いましたが、藤田ガバナー補佐、 

簡ガバナーのご配慮とご尽力の賜物と感謝申し上げる次第です。この決定により 

大東 RC の補佐拠出の輪番は 2031-2032 年度となりました。 

個人的には、「補佐制度」は如何なものかと感じています。 

さて、今月１２日から１６日で予定されていました「ロータリー世界大会」です 

が開催地が台湾台北で是非とも参加したかったのですが、この様な環境下で訪台 

も出来ず開催形式もバーチャル開催に変更となりました。 

台北雙渓 RC 創立 30 周年記念式典も出席できなかったのですが、私個人的に台湾 

には思い入れがあります。２８年前、仕事の関係上 どうしても台湾から製品調達 

をしなければならなくなり、渡航する事となりました。当然言葉は全く喋れず土 

地勘すらない所へ一人で渡航する事に不安しかなかった事を記憶にしています。 

唯一、当時青年会議所に所属しており台北の青年会議所と姉妹提携をしていたの 

でアテンドをお願いし現地商工会議所や産業省に赴き現地企業を紹介頂き訪問し 

後に取引に至りました。この経験を契機とし後に中国・香港・韓国に事業展開が 

できました。  

毎月、訪台し現地に慣れる為 苦労した事も今では笑い話となっています。 

また、時間があれば笑い話に御付き合いください。 

本日も、新たな気づきと出会いとなる事を願い会長の時間と致します。 

有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 佐藤 多加志 

 

 

 

 

会長の時間 



 

 

 

      

                     「今年度の実績報告と反省」 

 

                ■クラブ奉仕委員会  橋本 正幸 委員長 

クラブ奉仕委員会は、会員増強委員会などの委員会を統括する委員会ですが、コ 

ロナ禍により例会の開催も異例の開催となり各委員会の活動もできないままの一 

年となりました。当委員会は、各委員会委員長の活動方針に基づき、活動される 

事業に参加し次年度以降につなげる必要があると考えます。残念ながら各委員会 

の活動を行うことができずに終える事となりました。今年度のテーマとして会員 

増強を掲げさせて頂きました。私自身例会や親睦会に参加できなかったことから、 

会員との交流ができず会員増強をテーマに議論する事ができませんでした。個人 

的には、会員増強を念頭に置き、取引業者や地域周辺の事業所と面談をする際に 

入会の依頼をするものの理解を得られませんでした。 

反省と致しましては、このような状況においても会員各位に会員増強の依頼を行 

う必要があったのではと反省をしています。 

引継ぎ事項と致しましては、問題意識をもって各委員会の活動に参加して頂き次 

年度以降につなげることが必要だと思いますので、これまで同様活動事業に参加 

して頂きたいと思います。また、会員増強につきましては、ロータリークラブに 

おいて永遠のテーマですので、今後とも会員に会員増強を意識して頂けるよう取 

り組んで頂きたいと思います。 

結びに、会長・幹事におかれましてはコロナ禍によりこれまで経験をした事の無 

い一年となり、御苦労をされたこととご心痛お察しいたします。並びに各委員長 

におかれましては、異例のクラブ運営にご尽力いただきまして大変苦労様でした。 

 

                   ■社会奉仕委員会 間 紀夫 委員長 

残念なことに、本年度は、新型コロナウイルスの流行により予定されていた事業 

の中止や縮小が相次ぎました。そのような中、本年度、社会奉仕委員会としては、 

新型コロナウイルス感染拡大に伴う社会情勢を考慮し、地区補助金を申請し、『新 

型コロナウイルスと日々戦う医療従事者へ感謝と支援を』と題し、医療法人徳洲 

会 野崎徳洲会病院に対する感染症対策用簡易折り畳み式ブース（陰圧型）の寄 

贈を実施致しました。現在も新型コロナウイルスの流行がおさまる兆しはござい 

ませんが、ワクチンの効果が発揮されるまで、当クラブの寄贈品が医療現場で役 

立つことを願うばかりです。 

また、大東市立子ども発達支援センターに対するお菓子、ジュース等の寄贈（全 

４回）につきましては、佐藤会長のご厚意により実施させていただきましたが、 

先週の卓話 



 

 

夏祭り、運動会、クリスマス会、卒園式へのクラブとしての参加は中止となり、 

子ども達の笑顔を間近で見ることができなかったことは残念でなりません。次年 

度には再開されることを切に望みます。さらに、毎年会員の皆様のご協力のもと 

行っておりましたバッジ募金、歳末募金につきましても、新型コロナウイルスの 

流行による例会中止、クリスマス会の中止のため、佐藤会長のご厚意により募金 

を実施させていただきました。佐藤会長ありがとうございました。 

加えて、令和３年２月１３日、東日本大震災から１０年を前に、再び、福島県沖 

で地震が発生し、友好クラブである塩釜東ロータリークラブの事務局にも被害が 

発生致しました。急遽の呼びかけにもかかわらず、皆様のご協力を得て、令和３ 

年３月２２日に塩釜東ロータリークラブに義捐金を送金することができました。 

有り難うございました。一年間を振り返ってみると、新型コロナウイルスの流行 

の中、会長・幹事そして会員の皆様のご支援により、何とか意義のある社会奉仕 

事業を実施できたものと考えております。 

改めて、皆様にお礼申し上げます。一年間、有り難うございました。 

 

『本年度の事業内容』 

７月 １日 子ども発達支援センター夏まつりへの寄贈（佐藤会長） 

９月    バッジ募金へ参加、大東市福祉協議会へ寄付（佐藤会長） 

９月２５日 野崎徳洲会病院への感染症対策用簡易折り畳み式ブース（陰 

      圧型）の贈呈式 病院側から感謝状を頂きました。 

１０月１４日 子ども発達支援センター運動会への寄贈（佐藤会長） 

１２月 ８日 子ども発達支援センタークリスマス会への寄贈（佐藤会長） 

１２月    歳末募金へ参加、大東市福祉協議会へ寄付（佐藤会長） 

３月１０日 子ども発達支援センター卒園式への寄贈（佐藤会長） 

３月２２日 塩釜東ロータリークラブへの義捐金送金 

   

『新型コロナウイルスの影響により中止となった事業』 

大東市民まつり 盆踊り警備  

秋の全国交通安全運動早朝街頭キャンペーン 

社会奉仕委員会夜間例会 

春の全国交通安全運動早朝街頭キャンペーン 

 

 

 

 

 



 

 

                  ■国際奉仕委員会 西山 潤一 委員長 

本年度はコロナ禍の中、令和 2 年 10 月 23 日に台北雙渓ＲＣとの WCS 事業で台 

湾国民中学校の補導相談室改修及び家庭の貧困学生援助を執り行いました。令和 

3年 3月 13日土曜日、台北雙渓ＲＣの創立 30周年記念式典に Zoomにて参加し、 

姉妹クラブの締結更新を無事執り行う事が出来ました。 

本来であれば現地に伺い、台北雙渓ＲＣの方々とお祝い出来ていたのですが残念 

です。来年度の台湾にはぜひ皆さんで参加できればと思っております。1 年間、 

皆様のご協力のもと本年の事業を終わらせる事ができました。 

本当にありがとうございました。 

                  ■青少年奉仕委員会 柿木 篤 委員長 

平素は青少年奉仕活動にご理解、ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

コロナ禍の中、事業が出来るかどうか、活動が出来るかどうか不安な出だしでし 

たが、青少年奉仕委員会は二つの事業が開催することができました。 

第４１回大東ロータリークラブ旗杯争奪少年野球大会の開会式が９月２日に一チ 

ームも欠けることなく開催できました。試合の方も９月２２日の決勝まで順調に 

進み、決勝戦はオール住道と寺川ブラックスのカードで、３対１でオール住道が 

優勝、寺川ブラックスが準優勝という結果となりました。コロナ対策を講じなが 

らの野球大会、試合中も円陣や声出し、応援など細かいガイドラインがあり、試 

合の雰囲気が昨年と比較すると少し寂しい感がありましたが、一生懸命プレイを 

しているこども達の一喜一憂する姿をみることができ、この大会が無事開催され 

本当に良かったなとうれしく思います。第１５回大東市小中学生弁論大会が１１ 

月１３日に大東市立総合文化センターにて開催されました。小学生９９７名、中 

学生２，１６７名の中から本選に残った小学校６年生５名、中学生５名の「弁論」 

と小学校５年生１２名による「１分間スピーチ」の発表が行われました。コロナ 

禍のため会場は、保護者、学校関係者、来賓のみと寂しい弁論大会となりました 

が、出場された皆さん一人一人立派に「弁論」され、話し方もさることながら内 

容も大人顔負けの国語力を感じました。大東ロータリークラブ会長賞は、自分と 

向き合うことの大切さを語ってくれた四条北小学校の吉原 萌華さん、人の苦し 

みや不安を理解できる社会への展望を語ってくれた氷野小学校 秦 みちるさん、 

思いやる心の重要性を語ってくれた住道中学校 北村 梨乃さん、あきらめない 

こと、やりとげることの大切さを語ってくれた大東中学校 村山 裕香さんの４ 

名が受賞されました。次年度以降もこどもの成長を感じさせるこの二つの事業を 

引き続き支援頂きます様よろしくお願いいたします。今年度、佐藤会長のスロー 

ガン「ロータリーの機会はであい から」を私自身思うように実践できなかった 

一年間でしたが、次年度以降これからのロータリー活動で実践してまいります。 

一年間、ありがとうございました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


