
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累        計 1612,000円 

年 間 予 算 2,500,000円 

達 成 率 64.48％ 

 

 

・1/18    例会   会長年頭あいさつ 

            年男卓話 

・1/25    例会 

・1/29    ロータリー財団補助金管理セミナー 

       14:00-17:00 OMMビルまたは ZOOM 

・2/2     例会 

・2/5     2022-23年度のための地区研修セミナー 

       大阪国際会議場またはオンライン 

       13:00-16:50 

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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令和 4 年 1 月 18 日発行   No.2560 2021.12.28（No.2559）の例会記録 

 

 

  大東ロータリー会長テーマ 

    「 当意即妙 」 

◆ 出席報告（12月 21日分） 

会員数 38名 出席数 29名 欠席者 0名 

特定免除 5名 その他免除 4名 

出席率 100％ 

  

前々回 12月 14日分 

会員数 38 名 出席数 27 名 欠席者 0 名 

特定免除 7 名 その他免除 4 名 

出席率 100％ 

      

            

後面に記載 

         

       「未定」 

   岡井 康弘 職業奉仕委員長 

 
２０２１年～２０２２年度 

 
国際ロータリーのテーマ 

 
国際ロータリー会長  

 
  シェカール・メータ 

今週の予定   （1月 18日） 
お知らせ 

創立 1967年 12月 26日 
■会長 中  恒夫 
■幹事 空門 満也 
■広報委員長 生駒 智人 
（会報） 

次週の予定   （1月 25日） 

先週の例会報告 

ニコニコ箱 

 

奉仕しよう みんなの 

人生を豊かにするために 

 

   

      「年男卓話」 

佐藤多加志 会員・西山潤一 会員・森田 武雄 会員 

 

      

 



 

 

  

 

 

 

 

             

 

皆さんこんにちは、来年は虎年です。十二支につい 

て少しお話いたします。 

 

今となってはすっかり十二支＝動物のイメージが 

定着していますが、そもそも十二支は動物を指す 

ものではなく、日付や時刻、方角を表すものだとい 

うことをご存知でしたか。 

十二支が使われるようになったのは紀元前 1600 年頃、農作物の成長を記録する 

ための数え方として考案されたのが始まりです。 

初めの頃は漢字の祖先ともいえる「甲骨文字」を使っていましたが、十二支が考 

案されて約 100 年の月日が経ったあたりから、現在のように「子・丑・寅・卵…」 

と漢字が使われるようになりました。 

それからさらに 100 年が経った頃、中国の王充（おういつ）という人物が、十二 

支をもっと分かりやすく覚えるためにはどうしたらいいかと考え、現在のように 

動物を当てはめて数えるようになったそうです。 

 

さて、最後の例会となりました。2021 年-2022 年度 7 月からスタ－トいたしまし 

たが、コロナの感染拡大が続き休会の状態でありました。11 月からは徐々に例会 

も開催できる様になりましたが、安心できる状態ではありません。来年は初例会 

が 1 月 18 日となります。皆様良いお年お迎えいだくことを御祈念申し上げまし 

て、会長の時間といたします。 

 

来年も宜しくお願い致します。有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

会長の時間 
会長 中 恒夫 

 

 

 

 



 

 

 

 

◎ニコニコ箱委員会                  委員長 岸沢 重和 

・入会記念日 自祝                    池田  實 君 

・在籍４５年                       上田 陽造 君 

・在籍１０年                       間  紀夫 君 

・前期終了ありがとうございました 感謝          中  恒夫 君 

・皆さんのおかげです。ありがとうございます。       中野 秀一 君 

・高島さん、中崎くん、お世話になり有難うございました。メリークリスマス！ 

                             東村 正剛 君 

・昨日久しぶりに懐かしい顔ぶれを拝むことができました。大西さんありがとう。 

                             藤本 和俊 君 

・メリークリスマス                    小川 芳男 君 

・年内最後の例会 中会長ご苦労様でした。後半年ガンバッて下さい！岸沢君の 

 サンタ似合ってます！後半年ガンバッて下さい！私もニコニコガンバリます！ 

                             田川 和見 君 

・前期ありがとうございました。感謝！！          杉原 巨峰 君 

・サンタさんに癒されます。個人的には「やっぱり」と言う感じです。 

                             佐藤 多加志君 

・メリークリスマス！                   木村 克己 君 

・先週第１回創立 55 周年実行委員会を開催させていただきました。皆様のご協 

 力に感謝致します。                   中嶋 啓文 君 

・早いものでもう前期もおわろうとしています。皆様ありがとうございました。 

 後期もよろしくお願い致します。             空門 満也 君 

・佐藤さん いつもありがとうございます。         間  紀夫 君 

・本年も大変お世話になりました。             中野 隆二 君 

・１年間ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。 

                             柿木  篤 君 

・中会長、佐藤さんお世話になりありがとうございます    西山 潤一 君 

・最近フォルムが良くなってきたと褒められます       谷中 宗貴 君 

・会員の皆さん、本年もお世話になりました         岡井 康弘 君 

・高島さん、東村さん先日はお世話になりました       中崎  諭 君 

・今年もありがとうございました              樋本 有伸 君 

・今年もありがとうございました。来年もよろしくお願いします 

                             生駒 智人 君 

・2021 年最後の例会です。ご協力ありがとうございました。  岸沢 重和  君 

委員会報告 



 

 

 

 

               高島会員が、中央区にて焼き肉屋を 

               オープンされました。クラブより 

               記念品が贈られました。 

 

 

 

 

 

◎米山奨学委員会                米山奨学生 蔡 淳安さん 

 

 

 

 

 

 

 

皆様、こんにちは。米山奨学生の蔡淳安です。かなり寒くなっており、皆様はい 

かがお過ごしでしょうか？先日、谷中様のおかげで、京都までお茶会のお稽古に 

伺うことができました。茶道の意義だけでなく、現場に飾っているもの、使用さ 

せていただいたお茶碗、先生のお言葉の中でも日本ならではの文化を勉強いたし 

ました。台湾でも「茶道」がありますが、日本とは違う高山茶など烏龍茶を中心 

としたお茶を使用します。台湾の茶道には、わざわざ来ていただいた貴賓に対し 

ておもてなしを示します。こういったような点は日本の茶道と共通しているかも 

しれません。日本のマナー、その背景まで勉強できるお茶会に参加いたし、心温 

まる年末を過ごせました。他にも杉原様のおかげで、クリスマスリース作りにま 

いりました。今までクリスマスリースを作ったことがなく、ちゃんとできるかな 

と心配しました。しかし、現場の雰囲気や周りの方々のおかげで、2 時間内で立 

派なリースができました。当日もお茶を飲みながら、雑談しながら、普段の研究 

活動・就職活動と比べて、おかげでゆっくりとした時間を過ごせました。大変感 

謝しております。最後に、先日の米山奨学会に参加させていただきました。当日 

は米山奨学学友の方のご紹介により、年末でも多くの方々に出会いました。今年 

はコロナの影響などにより、帰国できず大変だと感じた時もありました。しかし、 

米山奨学生として皆様のお話を伺い、交流している中で、思った以上心まで非常 

に充実しております。感謝の思いを持ちながら、これからも全力に頑張っていき 



 

 

ます！年末かなり寒くなっており、皆様くれぐれもお体お気つけくださいませ。 

引き続きよろしくお願いいたします！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                   「前期を省みて」 

 

 

 

 

 

 

                            中 恒夫 会長 

 

新型コロナウイルス予防接種に関する国際ロータリーとロータリー財団の見解が 

表明されました。予防接種をするという決断は、市民として、また人道的に必要 

不可欠であると私たちは考えています。ロータリーは、政治的または宗教的な団 

体ではなく、奉仕団体であります。全世界における予防接種こそが、新型コロナ 

ウイルスの世界的流行および新たな変異株の出現を阻止するための方法です。ロ 

ータリーは予防接種を支持し、会員を含め、現時点で新型コロナワクチンの接種 

を受けることができるすべての人に対して予防接種を強く奨励しています。新型 

コロナウイルスが拡大している地域では、地域社会が多大な困難に直面し、医療 

システムがひっ迫し、飛び交う意見により人びとが分断されています。世界が癒 

しに向かうには、ウイルスの拡大阻止が極めて重要となります。この度の見解表 

明は、ロータリーの立場をさらに固めることを目的としています。 

今年度の前期を省みますと、3 月 13 日に行われました「会長エレクト研修セミナ 

ー」ＰＥＴＳがズ－ムで行われ、2021-2022 度が始まりました。ＲＩ会長のシェ 

カ－ル・メ－タ氏のテ－マであります。「奉仕しようみんなの人生を豊かにするた 

めに」SERVE.TO.CHANGE .LVES を掲げられておられました。私は基本奉仕の 

先週の卓話 



 

 

テ－マとして「当意即妙」を掲げさせていただきました。予定しておりました事 

業等突然中止が続いたり延期になったりする中で子ども支援センタ-への訪問、少 

年野球大会、弁論大会と対外的な事業は参加してまいりました。地区のガバナ－ 

補佐訪問は ZOOM での開催となり、ガバナ－訪問も終わり、12 月に入り 2660 地 

区地区大会も終了する運びとなり、クラブ内部では、今何をしなければならない 

か？困惑しながらの半年でありました。来年度は創立 55 周年の年に当たり、実行 

委員会の方も動き出しております。残り半年この状況であれば残りの事業の開催 

もできるのではないかと思っております。残りの事業に際しましてもメンバ－諸 

兄の皆様のご理解とご協力を節にお願い申し上げまして、前期を省みてとさせて 

いただきます。皆様良いお年をお迎えください。 

 

 

 

 

 

                  クラブ奉仕委員会 中嶋 啓文 委員長 

 

クラブ奉仕委員会を担当させております中嶋です。 

本年度は、７つの特定分野の委員会で、会員増強、ロータリー情報、親睦そして 

シンキング委員会においては、コロナ禍の中満足に活動ができておりません。 

その中で、広報、プログラム、ニコニコ箱委員会では、従来通りの活動をさせて 

いただいていると思います。特にニコニコ箱委員長の岸沢くんには、大きな成果 

をあげていただいております。後期においては、状況を見据えながらでは有りま 

すが、クラブ奉仕委員会の使命であります会員の皆様のお役立ちが出来るよう頑 

張ってまいります。 

 

来年度、クラブは創立５５周年を迎えます。先週の例会終了後に１回目の創立 

５５周年実行委員会を開催しました。スローガンは、『輝く個性、協奏で響きあう 

５５周年 親睦と奉仕で次代へ紡ごう！』です。開催は 令和４年１２月１０日 

（土）ＰＭ５：００～帝国ホテル大阪にて行います。今回は、他の団体には披露 

せず、身内だけで開催する予定です。 コロナ禍でご辛抱いただいた分、十分楽 

しんで頂けるよう精一杯努力いたします。本日の週報に組織表を掲載させていた 

だきました。総勢３８名の会員ですので、少数精鋭でお願いいたします。また、 

来年１月中に各委員会が開催されますのでご参加の程よろしくお願いいたします。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                   職業奉仕委員会 岡井 康弘 委員長 

 

前期は昨年来の新型コロナ禍の継続する状況において社会全体が出来るだけ多人 

数による対面でのコミュニケーションを自粛してきました。ご多分にもれず地区 

職業奉仕委員長会議も 11 月 6 日に Zoom ウェビナーにより開催されました。対 

面での会議の雰囲気を感じ取れなかったことは残念です。職業奉仕委員長会議に 

おいて「職業奉仕とは」また「ロータリーの目的」等の概念の講演が行われまし 

た。十分に理解できたのかはまだまだ自信がありません。今後のロータリー活動 

を通して充実したものにできればと思っています。また、ロータリーの目的に「職 

業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に 

奉仕（サービス）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」とありました。まさに職業奉仕委員会としては例年開催されていた大東市の 

中学校における「経営者によるキャリア教育学習出前授業」が新型コロナ禍によ 

り昨年につづき中止となったことは非常に残念で仕方がありません。本事業は大 

東市として今後も継続していくとの事でした。以上の様に新型コロナは様々なと 

ころに活動を収縮させていることと思います。後期こそ情報集会や家族会が開催 

できるよう会長・幹事また諸先輩の助言をいただきながら取組んでまいります。 

最後にとにかく新型コロナの終息を願うばかりです。 

 

 

 

 

 

 

                  社会奉仕委員会 杉原 巨峰 委員長 

 

前期を省みてということで、社会奉仕委員会としては、年頭早々に全国的な強雨 

災害により、７月には熱海豪雨災害への義捐金、又８月には佐賀・長崎豪雨災害 

への義捐金を募らせて頂きました。新型コロナ感染防止により例会が無い中で、 

義捐金口座を開設させて頂き、お振込みというお手間をおかけ致しながら熱海１ 

２万２０００円、長崎・佐賀８万７０００円の皆様からの大きなご協力を頂きま 



 

 

した事に感謝致します。大東市こども発達支援センターの行事においても、夏祭 

り、秋の運動会、先日行われたクリスマス会におきましても、コロナ感染防止の 

観点から、来賓の参加が中止となりましたが、当クラブからは会長よりジュース 

やクッキー等の寄贈を行事ごとにお届けをさせて頂きました。また、9 月のバッ 

ジ募金へのご寄付も会長よりご負担を頂きましたことに、重ね重ね感謝しており 

ます。ありがとうございました。１２月に入り、当クラブにおいてのクリスマス 

会は中止となりましたが、歳末助け合い募金は先日募らせて頂いたばかりでござ 

いますが、改めて感謝申し上げます。ありがとうございます。 

 

残念ながら新型コロナウイルスの影響により中止となった事業としまして、 

・大東市民祭り 

・秋の全国交通安全運動キャンペーン 

・社会奉仕委員会の情報集会 

となりました。 

 

現在、オミクロン株への懸念もございますが、このまま感染者減少を願い、残す 

半期また周年の年である次年度へ、安定感のあるクラブ活動を願いご報告とさせ 

て頂きます。 

 

 

 

 

 

                   国際奉仕委員会 中野 隆二 委員長 

 

本年度、国際奉仕委員会委員長の中野です。 

本年度前期を振り返りますと、１１月２９日(月) RID２６６０地区国際奉仕プロ 

ジェクトの推進について、情報交換会が ZOOM 開催にて行われました。現在コロ 

ナ禍の影響で国際奉仕活動の進め方について、停滞してるクラブが多い中、地区 

内の国際奉仕を実行するホストクラブに共催し行うというものでした。一つめは、 

アフリカコンゴ民主共和国に対する物品支援、二つめは、大阪日本語教育センタ 

ー留学生に対する食費支援、この二つの国際奉仕活動の提案をして頂けました。 

しかし大東 RC は、本年度 WCS 事業で台北雙溪 RC との共催で、【２０２１年グ 

ッドシェパード財団エコロジカルグリーンベルト再建プロジェクト】の開催をさ 

せて頂きました。その内容は修道女施設周り１００㎡以上のスペースが長い期間 

放置され雑草が生い茂り、その利用スペースが限られているため、各イベント開 



 

 

催を含むいかなる目的にも利用できませんでした。そして大東ＲＣからの寄付金 

を用いて、そのスペースを緑地整備することにより、尼僧が平和に暮らせ、財団 

の様々な活動ができる事を望んでおられ、本年度のＷＣＳ事業として取り組みを 

させて頂きました。また、残りの後期も台北雙溪 RC との、交流、連携、相互理 

解を深めて参りたいと思っております。今後も会員皆様のご協力を賜りますよう 

よろしくお願い申し上げます。 

 

                  青少年奉仕委員会 森田 武雄 委員長 

9 月 大東ロータリークラブ旗杯争奪少年野球大会 10/10 開会式があり大東 

市の少年野球チーム 8 チームが中会長の始球式をかわきりに開催されました。コ 

ロナウイルスのもひと段落して中の開催でしたが各チームの試合日程が合わず 

12/12 に閉会式が行われました。優勝チームはオール住道に決まりました。おめ 

でとうございます。選手の皆様、ご苦労様でした。11 月 大東市小中学校弁論大 

会が開催され予選を勝ち抜いた学生の弁論が行われました。私は所用で参加出来 

なかったですが、中野隆二副委員長に取り仕切っていただき感謝申し上げます。 

入賞者の弁論を拝見しましたら、小学生はしっかりした文面、夢、希望が多く書 

かれており、中学生は大人に勝る文章力を感じました。今の時代の事や、時流を 

読み弁論している事は素晴らしく思いました。以上前期の事業報告となっており 

ます。 

 

 

 

 

 

 

                            空門 満也 幹事 

 

本年度もう半年が経過しようとしています。本来であれば秋の家族会やクリスマ 

ス家族会の下見の思い出を振り返りながら、前期の各事業への委員長さんへの感 

謝を語るところでございますが、本年度は逆に色々企画していた事業が出来なか 

ったことに対する申し訳ない気持ちと、このような環境下でそれぞれの役割に向 

き合って頂いていることに感謝する次第です。本年度は、スタートする前より新 

型コロナウイルスによる大阪モデルの赤ステージにより理事予定者会議の段階よ 

りメール及び ZOOM にてという準備となりました。理事会、クラブ協議会の開催 

運営がなかなか不慣れなうえ ZOOM という環境下で理事及び委員長の皆様には 

大変ご迷惑をおかけしたかと思います。6 月も後半くらいから少し落ち着きを見 



 

 

せ 7 月の頭くらいには本年度がスタートできるのではと期待しておりましたが、 

まん延防止及び緊急事態宣言下となってしまい、7 月よりのスタートが出来なく 

なってしまいました。年度は始まっているのに例会や事業が始めることが出来な 

く、来月こそは、来月こそはと期待しながら、結局 9 月までの 3 か月はずっと臨 

時休会が続いてしまいました。途中このままでは前期の例会が開催されないかも 

という不安に襲われることも度々ありました。他クラブではオンライン例会が開 

催されているところもあり、当クラブもと思ったり、キラリエホールに会場を移 

しできないかとも考えましたが、皆さんがオンラインで参加出来る環境が作れる 

のかとか、大きな会場でも感染のリスクはないとは言えないとか、いろんな葛藤 

の中で結局 10 月に再開できるまで何も打ち出せなかったように思います。幹事 

としての力量不足を痛感いたしました。ただそんな中でもやはり理事役員の皆さ 

まのご助言を頂いたり、会員の皆さまのご協力、励ましには只々感謝するばかり 

でした。このコロナ禍の中、遂行されました事業もあり、また断念された事業も 

ありましたが、5 大奉仕の事業に関しましては各委員長から報告があろうかと思 

いますのでここでは省かせていただきます。情報集会や秋の家族会、クリスマス 

家族会が開催されなかったことは非常に残念でした。西山親睦活動委員長にもこ 

の役をお願いした時より、色々思いを巡らせていただいていたかと思いますが実 

現することが出来ず本当に残念です。ですが、10 月よりの例会において柿木 SAA 

と協力して運営していただき、西山委員長及び親睦活動委員会メンバー、柿木 

SAA、生駒広報委員長、樋本シンギング委員長には感謝申し上げます。また事業 

の中止に伴って卓話の調整を行って頂きました森脇プログラム委員長、大変だっ 

たと思います。ありがとうございました。また、ニコニコ箱も例会が開催されな 

い中、非常に難しいところでしたが、皆さんにお願いしていただき集めていただ 

きました。例会開催後もいつも笑いの絶えないニコニコ箱報告で楽しい例会に一 

役買って頂き、岸沢ニコニコ箱委員長、本当にありがとうございます。米山奨学 

におきましても、本年度は台湾より蔡淳安さんを迎えており、谷中委員長、田川 

カウンセラー、木村副委員長にはサポートの方、誠に感謝申し上げます。またイ 

ンターアクトの方も 7 月の例会や海外研修等は中止となりましたが、年次大会の 

参加や、地区の委員会ややり取り等あり中崎委員長にも力を尽くしていただきま 

した。ありがとうございました。どちらの委員長様方も大変ご苦労様でした。 

残りの半期もこのコロナの情勢は伺い知れませんが、中会長スローガン「当意即 

妙」のもと、それぞれの事業、活動に取り組んでまいりたいと思います。まだま 

だ未熟ではありますが、幹事としての役割を全うしてまいりますので、皆様には 

引き続きのご理解とご協力を宜しくお願い申し上げて前期の振り返りと致したい 

と思います。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021～2022 年度 第 2 回クラブ戦略委員会 ご案内 

 

1 月 18 日(火) 例会後、大東市民会館例会場に於いて 2021-2022 年度第 2 回

クラブ戦略委員会が開催されますので、対象の皆様はご参加の程、よろしくお

願いいたします。  

 


