
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

<2021-22年度> 

・7/6        例会臨時休会（新年度スタート） 

・7/13       例会臨時休会 

・7/20       例会休会（定款に基づく） 

・7/27    例会再開予定 

・7/30       IM3組 会長幹事会 

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？ 
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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 15日分） 

 

      例会臨時休会 

 

前々回 6月 8日分 

 

 

      例会臨時休会 

後面に記載 

 

   「新年度の方針発表」  

       会長・幹事・奉仕委員長 

 

 
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 22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   （7月 6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次年度への引継ぎ」  

           会長・幹事  

  



 

 

      

 

皆さん、こんにちは 

いよいよ、例会も残すところ今回と後一回となりました。 

昨年、田川会長より会長責務を継承させて頂きあっという間に一年が過ぎようと 

しています。会員の皆さんにとってこの一年如何でしたでしょうか? 

未曽有のウィルスと言う環境社会で、新たな気づきと反省と不安とが相塗れ出口 

を模索しつつも自力では脱出出来ない不自由さも身に染みた事と察します。 

ワクチン接種が加速してきていますが、あくまで予防薬であり感染後の治療薬は 

未だ、開発途上です。本当の「安心・安全」は治療薬が出来ている事が条件かと 

思います。 

この様な環境下に於いて、先ずは個人、ご家族、企業、地域社会の順番でその次 

にロータリーかと考え、一年の会長職を務めさせて頂きました。 

会員各位からは様々なご意見やご支援を頂いた事に心より感謝申し上げます。 

厳しいご意見を頂戴もしました。私の考えを貫き通して頂いた東村幹事には私以 

上にご苦労を掛けてしまいました。何せ、経験がない中、短時間で判断をしなけ 

ればならない事がすべからず多くあり試行錯誤の連日でありました。地区・IM と 

の協議や交流も環境に阻まれ思うように進まず、WEB 等用いての会議体は親睦 

も図れずコミュニケーションもとれずジレンマに苛立ちを隠せない事もしばしば 

ありました。そんな折、いつも身近で同調しつつも冷静に判断できる環境を整え 

て頂いた東村幹事には感謝しかありません。 

予定者段階から、理事役員の皆様にはご支援ご協力頂き、各委員長には計画立案 

を経てて頂いた事、本当に有難うございました。「不満足」な一年と成ってしまっ 

たかも知れませんがこの一年の経験を糧に次年度以降、飛躍の一助として頂けれ 

ば幸いです。 

次年度、中会長に繋がせて頂き更なるクラブ発展と会員相互の親睦が深まる事を 

皆様お一人お一人にお願いいたします。あと半月、力緩めず邁進してまいります。 

 

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」 

                   ■会員増強委員会 中嶋啓文 委員長 

本年度佐藤会長のもと、会員増強委員会は『より強く、より善くそして魅力的に 

するため、新しい会員を増やし、特にロータリアンとして自覚の持つことの出来 

る人材の発掘に努めること』の方針を打ち出しましたが、本年度もコロナ過の中、 

ほとんど「であい」の機会をつくれないまま終わってしまいました。申し訳あり 

ませんでした。そして、入会間もない会員とのロータリー談議の場も作れないま 

ま終わろうとしています。この件については、今後も心がけて行きたいと思いま 

す。この中で、ロータリアン二世の樋口君が入会してくれたことは、非常に喜ば 

しいことであり、これからの大東ＲＣを担ってくれる人材になってくれると期待 

しています。また、昨年度完成しえなかった『入会案内のパンフレット』は、東 

村事務局長のお力添えにより刷新することが出来ました。ありがとうございまし 

た。コロナ過とはいえ、佐藤会長のお役に立てなかったことを残念に思います。 

本年度は何も出来ませんでしたが、次年度以降、新入会員セミナー等が実施され 

るのであれば、お役に立てればと思います。大東ＲＣの祖ともいえる大川会員が 

ご逝去されたことを非常に残念に思います。大川会員に一歩でも近づけたらと思 

います。安らかなご冥福をお祈りいたします。 

 

                ■ロータリー情報委員会 大東 弘 委員長 

本年度新型コロナウィルス感染拡大に伴う三度目の緊急事態宣言が発出され、 

また医療体制が危機的な状況が続いているという、今まで経験したことの無い環 

境下での１年でありました。実績と反省、本年度１名に入会をいただきました、 

しかしながら新入会員のオリエンテーションを行う事も何も出来ない１年で在り 

ました。この様な中、何も出来ないジレンマや悔しい思いの有る中、難しいクラ 

ブ運営に尽力頂いた会長・幹事に感謝いたします。 

 

                  ■プログラム委員会 樋本有伸 委員長 

前年度の後半より休会が続いたため、本年度は前年度休会のため卓話ができなか 

った会員を中心に卓話のお願いさせていただきました。 

今年度もコロナによる休会が予想されていたにも関わらず、休会になった場合に 

卓話をどのように会員にお届けするべきであるのかというところへ考えが至りま 

せんでした。急遽、週報への卓話を掲載することとなり、そのため間際のタイミ 

ングで原稿をお願いするということになり、ご担当いただいた会員の皆様には本 

当にご負担をお掛けいたしました。お願いをした会員みなさまには、快くお受け 

先週の卓話 



 

 

いただき本当に感謝する次第です。 

次年度委員長への引継ぎ 

本年度は休会のために卓話をしていただくことができませんでした。 

その代わりに週報へ卓話原稿を掲載することとしましたが、原稿の文字数や締め 

切りを直前にお伝えすることが多く、ご担当の会員にはご負担をお掛けしました。 

来年度も休会が予想されるのであれば、週報への掲載の有無について、掲載する 

場合の文字数や締め切りなどを決めておくことで、卓話担当の会員の負担感を低 

減できるのはないでしょうか。 

 

                  ■親睦活動委員会 中野 隆二 委員長 

本年度の実績としましては、通年と同様に親睦委員会の行事として、秋の家族会・ 

クリスマス家族会は、残念ながらコロナ感染拡大防止の為、中止とさせていただ 

きました。また例会の会場設営面におきましても、親睦メンバーの皆様の協力の 

もと、コロナ感染防止対策、例会中の役割分担、段取り不足や急な欠席や来客対 

応など、回数を重ねるごとにスムーズに進めることができました。本当にありが 

とうございました。会員の皆様におかれましては、いろいろとご迷惑をおかけし 

たことかと思いますが、皆さん本当に笑顔で対応していただき心より感謝してお 

ります。コロナの影響により度々臨時休会となり、最後まで走り切れなかった点 

が心残りではありますが、本当にいい経験をさせて頂きました。最後に、一年間、 

親睦委員会の活動へのご協力、本当にありがとうございました有難うございまし 

た。 

 

              ■広報委員会（会報・雑誌）森田 武雄 委員長 

本年度、広報委員長を務めさせて頂きました。コロナ過で例会の休会、活動制限 

が続きクラブの活動を対外に余り広報できず残念です。 

コロナ過の中でのスタートを切りましたが基本方針で掲げました SNS の対外の 

発信、例会風景での広報はあまり出来なかった事を反省しております。 

その中でもは様々面で制限の中で会長、幹事には本当感謝申し上げます。 

コロナ過で培った経験を次年度は角度を変えた視点でのクラブの広報の在り方に 

進んで行けるように引継ぎをして行きたいと考えております。コロナ過がおおさ 

まり日常は普通に送れる事と皆様と楽しく例会が出来る事を心より願っておりま 

す。広報委員長としては欠席などで不甲斐なさが自身としては残りますがクラブ 

の皆様には感謝申し上げます。事務局、本田様お世話になりありがとうございま 

した。一年間ありがとうございました。次年度もよろしくお願い申し上げます。 

 

 



 

 

                 ■シンギング委員会 森脇 克弥 委員長 

本年度、シンギング委員長を務めさせて頂きました森脇でございます。本年度は 

新型コロナウィルス感染拡大の影響で休会が続き、また、例会開催時でも大きな 

声を出すことができないという事からロータリーソング等、自粛をせざるを得な 

い状況でございました。このような状況でタクトを振る事ができなかった事は非 

常に残念ではありますが、次年度以降、新型コロナウィルスが収束し、また皆様 

でロータリーソングを歌い、元気に例会がスタートできるようになる日が来る事 

を願っております。1 年間ありがとうございました。 

 

                 ■ニコニコ箱委員会 生駒 智人 委員長 

本年度、ニコニコ箱委員会委員長を務めさせて頂きました生駒でございます。 

佐藤会長が掲げられました方針『ロータリーの機会はであい から』を念頭に、ニ 

コニコ箱への促進に取り組んでまいりました。コロナの影響で臨時休会が続き、 

例会が再開した時には、会員諸兄の皆様には多大なるご理解ご協力と温かいご支 

援を頂けた事、心から感謝申し上げます。本当に有難うございました。そして、 

ニコニコ箱報告では、聞きづらい点や、至らない点、多々あったことと思います 

が、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。 

また、臨時休会が続き目標達成がかなり厳しい状況でございます。あと残り少な 

い例会を最終最後まで目標達成へ向けて、精一杯務めますので引き続き、会員諸 

兄の皆様からのニコニコ箱への深いご理解・ご協力を賜りますよう宜しくお願い 

申し上げ、実績と反省といたします。有難う御座いました。 

 

               ■ロータリー財団委員会  岡井康弘 委員長 

ロータリー財団の使命として、ロータリアンが人びとの健康状態を改善し、質の 

高い教育を提供し、環境保全に取り組み、貧困をなくすことを通じて、世界理解、 

親善、平和を構築できるよう支援することです。 

 ロータリーの活動の原点は“感染症”との闘い、そして“感染症”との闘いの 

原点は 30 年前に世界の子どもたちと約束したポリオの根絶でした。今日、世界 

中が新型コロナ禍にあり、やはり感染症と闘っている現実があります。まずは世 

界中の新型コロナが終息することを願うばかりです。 

 本年度大東ロータリークラブは会長のベネファクター108,000 円、年次基金へ 

の寄付 534,600 円、ポリオプラス基金への寄付 183,600 円合計 826,260 円を行う 

ことができました。 会員皆様方のご協力に感謝とお礼を申し上げまして実績報 

告とさせていただきます。 

 

 



 

 

                   ■米山奨学委員会 中 恒夫 委員長 

本年度は、グェン トゥ タオさんは奨学生最後の年になりました。三月にはめ 

でたく大学も卒業され、就職もされました。今後ロ－タリ－で学んだことを、学 

友会で後輩の指導にあたって頂きますようと思っております。また、今年一年振 

り返りますと、新型コロナの感染対策で例会や事業が中止になり、グェン トゥ 

 タオさんとロ-タリアンとの交流もできず心残りです。大東ロ－タリ－の奨学生 

として、今後世界平和のために努力されることを期待して報告といたします。 

 

                ■インターアクト委員会  中崎 諭 委員長 

本年度 インターアクト委員長を担当し地区に出向させて頂きました。 

まず実績といたしまして、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響で海外研修を 

はじめ行事・活動が中止になる中、11 月の年次大会を初の試みで ZOOM で無事 

に行う事が出来ました。そして 今の状況、この先の環境を見据え提唱クラブであ 

る、桐蔭高校インターアクトクラブに ZOOM 会議等に対応した、機材一式を贈 

呈いたしました。反省といたしまして、桐蔭高校インターアクトクラブへの活動 

費の管理が不十分であったと反省しております。1 年間 ご支援・ご協力 誠にあ 

りがとうございました。 

7 月 IAC 例会 中止 

8 月 海外研修 中止 

11 月 年次大会(ZOOM) 

6 月 新入生歓迎会 未定 

 

                 ■クラブ戦略委員会  田川和見 委員長 

クラブ戦略委員会の目的は「意義ある事案を基礎として奉仕の理念を奨励する定 

款第 5 条の目的を基調とし、クラブの将来展望について計画を設計する」とあり 

ます。前年度より入会案内のパンフレットの作成を引き継ぎ、大東ロータリーク 

ラブとしてのクラブビジョンも少人数での会議やズーム会議なので作成しました。 

本年度は大東ロータリークラブが担当するロータリーデーの実行委員長もさせて 

頂き、これもコロナ対策をとっての会議そしてズーム会議をし、3 月開催する予 

定でしたが、コロナウィルスのため中止なりました。しかし制作していたＩＭ3 

組ロータリーデーをＤＶＤにして各クラブに送付しました。委員の皆様ご協力を 

感謝いたします。本当にありがとうございました。 

 

 

 

 



 

 

                               ■会計 杉原 巨峰 

本年度佐藤会長方針であります、「ロータリーの機会はであい から」であります 

が、コロナ禍の中思うように集うことの出来ない歯がゆさを感じながら、ロータ 

リー活動の意味を考える一年となり、逆に集えないことから見える物理的でない 

精神性の「であい」を感じる一年となりました。 

会計においては、現段階において、結論付け出来ない時期ではあります。 

一般会計においては、休会も続き会合費の余剰金が発生しております。 

特にニコニコ会計においては、各委員長の立案されましたいくつかの事業も残念 

ながら実行されずに終えられることとなる状況となりました。 

例会中止の為に収入が不足する状況でもあり、次年度予算への引継ぎにおいては 

慎重な検討が必要となりますので宜しくお願い致します。 

事務局においては慣れない中、１０月よりロータリークラブ基幹システム導入に 

伴い、業務の簡素化を計り新たな経費管理等においても適切な処理を進めて頂き 

誠にありがとうございました。会員の皆様におかれましては、一年間ご理解とご 

協力を頂き誠にありがとうございました。 

 

                                                   ■Ｓ.Ａ.Ａ 空門 満也 

本年度佐藤会長の方針「ロータリーの機会はであいから」のもと、例会を秩序正 

しく円滑に効果的に進めるとともに楽しい雰囲気で運営されるための進行役であ 

ると、意識しながら、その重責に非常に身も引き締まる思いで取り組んでまいり 

ました。メンバーはもとよりメークアップ、ＰＲをはじめとする他ロータリーク 

ラブのメンバーや卓話の来賓の方々との出会いが出逢いになる一助となるように 

と思っておりました。食事に関しましては昨年の献立を参考に検討いたしました 

が、なかなか皆様に満足いただける内容になっていたかは疑問が残る次第です。 

例会の運営におきましては「逢いたい」と感じる出逢いという想いを意識し、佐 

藤会長のスローガン「ロータリーの機会はであいから」から例会のスタートとし 

ました。しかしながら、お花の話等、順番を飛ばしたり、歌の時にシンギング委 

員長の指名を飛ばしたり、進行に詰まったり、本年度はコロナで例会が少ないわ 

りにミスは非常に多かったような気がします。ガバナー公式訪問の際には皆様に 

多大なご心配をおかけしたのではと思います。そのようなＳＡＡでしたが、会員 

の皆様のロータリーの温かい友情のおかげをもちまして何とか 1 年を終えようと 

しております。親睦活動委員会のみなさんをはじめ、シンギング、ニコニコ、プ 

ログラム及び卓話等、例会進行に携わっていただきました委員長、会員の皆様方 

にも多大なる感謝を申し上げます。また、佐藤会長、東村幹事をはじめ大東ロー 

タリークラブ会員の皆様、１年間誠にありがとうございました。 

 


