
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累        計 2,669,000円 

年 間 予 算 2,500,000円 

達 成 率 106.76％ 

 

 

・6/14  例会 55周年実行委員会 (例会終了後) 

・6/21  例会 クラブ協議会（例会終了後） 

次年度 理事・役員・委員長 

・6/25  国際ロータリー2022年規定審議会報告会 

     大阪国際 YMCAまたはオンライン 15:00～ 

・6/28  例会休会（定款により休会） 

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 4 年 6 月 14 日発行   No.2576 2022.6.7（No.2575）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（6月 7日分） 

会員数 37名 出席数 29名 欠席者 0名 

特定免除 4名 その他免除 4名 

出席率 100％ 

 

前々回 5月 31日分 

会員数 37名 出席数 28名 欠席者 0名 

特定免除 3名 その他免除 6名 

出席率 100％ 

後面に記載 

        

 「今年度の実績報告と反省」 

           会長・幹事 

 
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   （6月 14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   （6月 21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 

 

 

 「今年度の実績報告と反省」 

          会計・SAA 

 

      

 クリスマスの始まりについて」 

         森脇 克弥 会員     

 

      

 



 

 

             

 

皆さんこんにちは、6 月に入り梅雨の時期に入りまし 

た。最近昼と夜の気温が１０度近く変化します。体調 

管理にはお気お付けください。 

先日の６月５日は環境の日です。これは、１９７２年 

６月５日からストックホルムで開催された「国連人間 

環境会議」を記念して定められたものです。国連では、 

日本の提案を受けて６月５日を「世界環境デー」と定 

めており、日本では「環境基本法」（平成５年）が「環 

境の日」を定めています。「環境基本法」は、事業者及び国民の間に広く環境の保 

全についての関心と理解を深めるとともに、積極的に環境の保全に関する活動を 

行う意欲を高めるという「環境の日」の趣旨を明らかにし、国、地方公共団体等 

において、この趣旨にふさわしい各種の行事等を実施することとしています。 

 我が国では、環境庁の主唱により、平成３年度から６月の一ヶ月間を「環境月 

間」（昭和４８年度～平成２年度までは、６月５日を初日とする「環境週間」）と 

し、全国で様々な行事が行われています。世界各国でも、この日に環境保全の重 

要性を認識し、行動の契機とするため様々な行事が行われています。大東市にお 

いても一斉清掃がそれぞれの地域で行われました。ロ－タリ－クラブの事業です 

が、今月は親睦活動月間です。本年度は、終了の運びとなりましたが例会も通常 

に開催できる様になりました。残り数回しかございませんが会員相互の懇親を深 

めていただきます様お願いいたします。本日より各委員会の実績と反省となりま 

す、宜しくお願いいたしまして会長の時間といたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長の時間 
会長 中 恒夫 

 

 

 

 



 

 

 

 

＜理事会報告＞ 

決議事項 

6 月 7 日第 12 回定例理事会が開催され以下の議案が承認されました。 

1. 本年度余剰金の周年積立金への即時繰り入れ及び 55 周年口座開設の件 

・・・・・・承認 

2. ノートパソコン購入について                        ・・・・・・承認 

 

 

＜予定者理事会報告＞ 

決議事項 

6 月 7 日第 4 回予定者理事会が開催され以下の議案が承認されました。 

1.  米山奨学委員会カウンセラーについて（ロスターへの追記） ・・・・・・承認 

2.  新型コロナウイルス環境下のクラブ運営について      ・・・・・・承認 

3.  予算案について                            ・・・・・・承認 

4.   秋の家族会行き先日時について                      ・・・・・・承認 

 

 

 

 

 

◎ニコニコ箱委員会                  委員長 岸沢 重和 

 

・本年度理事会終了、ありがとうございました        中  恒夫 君 

・2021-22 年度定例理事会無事終了。ありがとうございました。空門 満也 君 

・男のひ孫が誕生しました。今５世代で住んでいます     大西 寛治 君 

・中嶋さんありがとうございました。妻が大変喜んでいました 藤本 和俊 君 

・早退おわび                       高嶋  登 君 

・血圧克服しました。投薬から解放されました        佐藤多加志 君 

・お蔭様で生駒に引っ越す事ができました。皆様ありがとうございました 

                             中野 秀一 君 

・コロナ禍、中会長、空門幹事、１年間お疲れ様でした    東村 正剛 君 

・本年度最後の理事会が終わりました。中会長、空門幹事、ご苦労様でした 

                             中嶋 啓文 君 

 

委員会報告 

幹事報告 幹事 空門 満也 

 

 

 

 

次年度幹事報告 次年度幹事 杉原 巨峰 

 

 

 

 



 

 

・明日、ゴルフ宜しくお願いします             間  紀夫 君 

・本日も宜しくお願い致します               中野 隆二 君 

・大西会員 芋掘りありがとうございました！毎晩じゃがいも料理です 

                             柿木  篤 君 

・東村副会長、旅行会社さんをご紹介頂きありがとうございました。迅速に動い 

 てくれて助かってます！                 森脇 克弥 君 

・佐藤さん、先日ごちそうになりありがとうございました   森田 武雄 君 

・欠席おわび                       樋本 有伸 君 

・佐藤さん、森田さん、中崎さん、先日はお世話になりました。ありがとうござ 

いました。次回もよろしくお願い致します。        生駒 智人 君 

・岸沢さん、本日も楽しいニコニコ宜しくお願いします    中野  剛 君 

・本日もありがとうございました！今夜の夕食、ミソ汁の温度が心配です 

                             岸沢 重和 君 

 

 

      

 

             「今年度の実績報告と反省」 

 

◎クラブ奉仕委員会                 中嶋 啓文 委員長 

新型コロナウィルスの脅威が拭えない中、今年度が始ま 

りました。案の定、例会が思うように開催できず、家族会 

も中止という事態になり、委員会の開催も行えないまま 

実績と反省の時期となりました。当委員会の任務は、『ク 

ラブ奉仕に関する事柄において、その諸責務を遂行する 

うえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考案し、 

これを実施するものとする。』とあります。この委員会は、 

７つの特定分野の委員会からなり、このすべての委員長さんたちの集合体です。 

私自身、クラブ奉仕委員長としての役割を全うできず申し訳なかったと思ってい 

ます。その中で、特定分野の委員長さんたちはそれぞれに頑張っていただきまし 

た。ありがとうございました。本年度、中会長が方針として掲げられた３項目の 

中で、「会員増強」「ロータリーの公共イメージ作り」は主として当委員会が関わ 

らなければならない項目だと自覚していましたが、何もなし得ませんでした。特 

に「55 周年に 50 名の拡大」は大変遠くになってしまいました。申し訳ございま 

せんでした。会員の増強には引き続き力を入れて取り組んで参りたいと思います。 

引き継ぎ事項として、女性会員に対する方向性を、戦略委員会や理事会で議論し 

先週の卓話   



 

 

ていただきたい。今年度は初めてＺＯＯＭで例会や理事会が開催され、新しい試 

みがなされました。そして例会がなかった週でも予定者の卓話を掲載した週報が 

発刊されるようになりました。会長・幹事におかれましてはコロナ禍の中、大変 

ご苦労なさったこととお察しいたします。並びに各委員長さんにおかれましては 

クラブの運営にご尽力いただき大変ご苦労さまでした。中会長のテーマでありま 

す『当意即妙』の精神のもと行動されたことと思います。最後に、大東ＲＣの顔 

といえる樋口会員がご逝去されたことは非常に残念です。安らかなご冥福をお祈 

りいたします。 

 

◎職業奉仕委員会                   岡井 康弘 委員長 

本年度は、終息がみえない新型コロナ禍のなかで、社会 

全体が人との直接的な関わりを避け、オンラインなどを 

利用しながら面談や会議を行ってきました。 職業奉仕 

委員会としも新型コロナ前までは、地元中学校における 

出前事業や会員相互の親睦と会社訪問等の春の家族会が 

開催されていましたが、本年は昨年に続きこれらの対面・ 

密集の事業を中止とさせていただきました。 

「出前授業」については大東市からの依頼によるものであることから、出前授業 

については継続して行うとの意向を市からいただいています。また、「春の家族会」 

については、感染状況を鑑みながら開催予定日にむけ複数の候補地をぎりぎりま 

で検討しましたが直前の調整にも無理があり、また感染が直前まぜ収まらず中止 

とさせていただきました。いずれの事業も実施できず残念で、同時に申し訳なく 

思うばかりです。次年度こそ事業の実施が出来ればと願うものです。 

 

◎社会奉仕委員会                   杉原 巨峰 委員長 

残念ながら昨年度に引き続き、本年度も新型コロナウイルスの影響により、やむ 

を得ず中止となった事業が相次ぎました。その中で、年頭早々全国的な豪雨災害 

により、被災地においては、追い打ちをかけられた状況となりました。７月に熱 

海豪雨災害、８月には佐賀・長崎豪雨災害により、例会中止が続く中、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、皆様より多く 

の募金を頂きました事に感謝致します。また、大東市こども発達支援センターで 

の年４回の行事につきましても、クラブとしての参加は中止となりましたが、中 

会長のご厚意により、ジュース、お菓子、お花等の寄贈をさせて頂く事ができま 

した。次年度は、是非とも参加し子供達の笑顔を見ることが出来ることを望みま 

す。さらに、会員皆様より、ご協力頂いておりますバッジ募金は例会中止に伴い、 

中会長のご厚意より実施させて頂きました。 



 

 

１２月に入り、クリスマス会は中止となりましたが、例会開催の折に、歳末助け 

合い募金を皆様から募らせて頂きました。加えて、令和４年３月１６日、昨年に 

引き続き福島県沖で再び大きな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。急なお願いにも関わらず、皆様のご 

協力を得て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。一年 

間を振り返り、会員皆様への重ね重ねの義捐金・募金のお願いにご理解とご協力 

を賜り、誠にありがとうございました。例会中止が続く中、中会長のご協力を多 

大に頂いた事にも改めて感謝申し上げます。一年間ありがとうございました。 

 

『本年度の事業内容』 

７月１３日   子ども発達支援センター夏まつりへの寄贈（中会長） 

９月 ９日   バッジ募金へ参加、大東市福祉協議会へ寄付（中会長） 

１０月１４日  子ども発達支援センター運動会への寄贈（中会長） 

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（中会長） 

１２月 9 日   歳末助け合い募金へ参加、大東市福祉協議会へ寄付 

３月９日    子ども発達支援センター卒園式への寄贈（中会長） 

４月２６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 

 

◎国際奉仕委員長                   中野 隆二 委員長 

本年度を振り返りますと、２０２１年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、 

事業ができないクラブが多い中、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】の開催をしました。その内容は修道女施設周り１ 



 

 

００㎡以上のスペースが長い期間、放置され雑草が生い茂り、各事業の目的に利 

用をすることができませんでした。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 

できる事を目的とし、本年度のＷＣＳ事業として取り組みをさせて頂きました。 

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。 

続きまして、ロシアによるウクライナ侵攻により、ウクライナ国内区を抱える第 

２６２０地区からの要請を受け、第２６６０地区を通じて、大東 RC 会員の皆様 

に２０２２年３月１４日「ウクライナ危機緊急人道支援金のお願い」をさせて頂 

きました。２週間程の短期間にも関わらず多額の支援金を募ることができ第２６ 

６０地区へ送金をさせて頂きました。大東 RC 会員の皆様へ心より御礼を申し上 

げます。また支援金の用途並びに成果は、地区より事業報告があり次第、改めて 

ご報告をさせて頂きます。一年間に渡り、私自身、至らぬ点多々御座いましたが、 

大東 RC 会員の皆様には、ご指導並びご協力を頂けましたことに大変感謝を致し 

ております。本当にありがとうございました。 

 

◎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。 

反省 

9 月：コロナ過の中のロータリークラブ杯野球大会でしたので、各チームもスケ 

ージュールの関係で試合の日程が組めず 12 月まで決勝戦が伸びました。本年度 

の経験もあり来年度は様々な方向性での調整をして 9 月中に決勝戦が行われるよ 

うお願いしたいと思います。 

11 月：弁論大会ではコロナ過での保護者の参加が出来なったのですが、来年度は 

子どもたち立派な姿を多くに方に観てもらえる環境を願っております。 



 

 

クラブメンバーの皆様コロナ過の中事業に参加して頂きありがとうございます。 

一年間ありがとうございました。 

 

◎親睦活動委員会                    西山 潤一 会員   

本年度の実績としましては、例年行われていた親睦委員会行事として、秋の家族 

会・クリスマス家族会はコロナが猛威を振るう時期と重なった為、非常に残念な 

がら 2 年連続の中止となりました。例会設営におきましては中会長・空門幹事・ 

柿木 SAA に適切なアドバイス頂き、親睦メンバーの皆様の協力のもと、例会中の 

役割分担、私の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親睦活動委員会メーバーのお陰でできました。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、 会員の皆様の寛大の心で見守って頂き心より感謝してお 

ります。コロナの影響により度々休会になって私自身ミスを起こす要因の回数は 

減りましたが、 どことなしか消化不良の感はありますが、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、皆様本当に有難 

うございました。 

 

◎プログラム委員会                  森脇 克弥 委員長 

本年度、プログラム委員会、委員長を務めさせて頂きまし 

た森脇でございます。本年度はコロナ禍の影響で例会が 

開催されない事が多く、卓話をお願いしている方々に原 

稿の提出や急な変更をお願いすることが多々ありまし 

た。また、初めての試みである ZOOM 例会での卓話とい 

う急なご対応にも関わらず、快くお受けくださいました 

会員の皆様方、そして、準備期間もままならない状態で無 

理を言ってお願いしました樋本会員や中野剛会員、皆様方のご協力があってこそ 

乗り越えられた 1 年であったと深く感謝申し上げます。1 年間、ありがとうござ 

いました。 

 

◎会員増強委員会                   田川 和見 委員長 

 

委員会は、会員に推薦されたすべての者を個人的な面から 

検討して、その人格、職業上および社会的地位並びに一般的 

な適格性を徹底的に調査するはずでしたが、コロナ過の中 

例会もなくなり、思うように推薦者がおられませんでした。 

ですが、引き続き会員増強に力を入れたいと思います。 



 

 

 

 

                       ゴルフキャプテン 間 紀夫 

令和４年６月８日（水）、ゴルフクラブ四條畷にて約２年半ぶりに大東ロータリー 

クラブゴルフコンペを開催することができました。急遽の開催にもかかわらず４ 

組１６人の会員の皆様にご参加いただきました。本当に有難うございました。 

久しぶりのゴルフコンペということもありますが、皆さんの笑顔や笑い声が印象 

的でした。今回の優勝者は、柿木篤会員、準優勝は上田正義会員、３位は西山潤 

一会員となりました。おめでとうございます。次年度は、西山ゴルフキャプテン 

のもと、一年を通してゴルフ同好会としての活動を行っていく予定をしておりま 

すので、皆さまふるってご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2021-2022 年度 クラブ戦略委員会 開催 

 

                 ６月７日（火）例会後、大東市民会館４階 

大会議室に於いて、クラブ戦略委員会が開 

催されました。 

 



 

 

        

 

 

本年度、最後の月… 

6 月のお誕生日花です。本日は夏の先取りで、 

爽やかな緑の中にヒマワリ、マリーゴールドといった 

ビタミンカラーの元気色でアレンジ致しました。 

また、梅雨の季節のお花の代名詞…水色のアジサイも 

生けております。次年度に続く、明るく元気な思いで 

アレンジさせて頂きました。 

お誕生日おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月のバースデーフラワー 


