
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累        計 2,769,000円 

年 間 予 算 2,500,000円 

達 成 率 110.76％ 

 

 

・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） 

・7/5  2022-23年度 例会 理事会 

         創立５５周年実行委員会（例会終了後） 

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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OSAKA JAPAN 
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令和 4 年 6 月 21 日発行   No.2577 2022.6.14（No.2576）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 14日分） 

会員数 37名 出席数 30名 欠席者 0名 

特定免除 3名 その他免除 4名 

出席率 100％ 

 

前々回 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％ 

後面に記載 

        

   「新年度の方針発表」 

会長・幹事・五大奉仕委員長    

 
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   （6月 21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   （7月 5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」 

          会長・幹事 

 

      

 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、今日 6 月 14 日は星条旗制定記念日で 

す。1777 年のこの日、アメリカ合衆国議会が 1776 年の 

独立宣言時の 13 州を赤白のストライプで象徴した星条 

旗をアメリカ国旗と制定いたしました。 

アメリカが独立宣言を行った頃の旗にはイギリスの国旗 

が入っていました。しかし、独立戦争で戦った相手国の 

国旗が旗に入っていては国民の士気に影響するというこ 

とで、ワシントンらがフィラデルフィアの旗作り職人ベ 

ッツィ・ロスに依頼し、星条旗を完成させました。 

当初、国旗の星の数も独立宣言時の 13 州に因んで 13 個であったが、その後に州 

が増えるたびに変更され、ハワイが州に昇格した翌年の 1960 年から現在の 50 個 

の星のデザインとなりました。また、1916 年に第 28 代大統領ウッドロウ・ウィ 

ルソンがこの日を国民の祝日としました。 

さて、2021-22 年度は残すところ例会開催が、本日を含め 2 回となりました。気 

持ちが大変重苦しい年でありました。今年は中止ばかりで、会員の中から、楽な 

会長やな、何もしない会長やな、と言う声も聴きながら進めてまいりましたが、 

この社会状況の中では中止せざるを得ない状況でありました。コロナ感染拡大す 

る中で、いかにクラスタを発生させないかを考えながらの判断でした。先日今年 

度最後の燦々会（会長、幹事会）の事業報告の中でも他クラブも同じような状況 

でありました。各委員長様のおかれましては、予定していただいた事業が突然中 

止の判断で、大変ご迷惑お掛けしました事を申し訳なく思っております。今現在 

コロナ感染も少し落ち着いているようです。今後はまだわかりませんが、今年度 

の出来なかった事業を次年度の委員長に引き継いで頂き 2022-23 年度は盛大に挙 

行されます事を祈念申しあげまして会長の時間といたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

・誕生日 自祝                      杉原 巨峰 君 

・誕生日 自祝       中崎  諭 君 

・結婚記念日 自祝      空門 満也 君 

・結婚記念日 自祝      中崎  諭 君 

・本年度委員長、ありがとうございました          中  恒夫 君 

・ゴルフ同好会コンペ、間キャプテン大変お疲れ様でした。ご参加いただきまし 

た皆様、お疲れ様でした。                空門 満也 君 

・コロナに負けず目標達成おめでとう            岡本 日出士君 

・会長エレクト賞ありがとう                大西 寛治 君 

・間ゴルフ委員長、楽しいゴルフありがとうございました   藤本 和俊 君 

・間ゴルフ同好会キャプテン、久しぶりのゴルフコンペ楽しかったです。中会長、   

 中野エレクト、ご負担ありがとうございました。      大東  弘 君 

・田川さん、東村さんお世話になりありがとうございました。やせうま、ありが 

とう                          大東  弘 君 

       ・大東さん、東村君、やせ馬さがしありがとうございました！ 田川 和見 君 

 

・戻って参りました。先週は理事会始め、各方面でご迷惑をおかけ致しました 

 お詫び                         杉原 巨峰 君 

・先週も多数の会員にお世話になりました          佐藤 多加志君 

・例会 欠席 おわび                   木村 克己 君 

・５５周年実行委員会、帝国ホテルでの打ち合わせありがとうございます 

                             中野 秀一 君 

・やせうま探し、有難うございました            東村 正剛 君 

・本日、５５周年実行委員会があります。よろしくお願い致します 

                             中嶋 啓文 君 

・ゴルフ同好会、ご参加いただきありがとうございました。中会長、中野会長エ 

レクト、ありがとうございました。            間  紀夫 君 

       ・岸沢ニコニコ箱委員長、ラストスパートがんばって下さい  中野 隆二 君 

       ・ゴルフ初優勝ありがとうございました。２連チャンはしんどかったです。 

        谷中くんありがとうございました             柿木  篤 君 

       ・お世話になった皆様ありがとうございました        西山 潤一 君 

       ・中嶋会員、佐藤会員、うちあわせお世話になりました。間キャプテンありがと 

委員会報告 



 

 

うございました。中野剛会員、ごちそうになりありがとうございました 

                            森田 武雄 君 

       ・佐藤さん、中崎さん、先日のインターアクト準備委員会おつかれさまでした。 

        また、大変お世話になりました。ありがとうございました。 生駒 智人 君 

       ・空門さん、森田さん、西山さん、先日はありがとうございました。楽しかった 

です。柿木さん、優勝おめでとう             中野  剛 君 

       ・天気にも恵まれ楽しいゴルフとなりました        ゴルフ同好会一同 

・いつもありがとうございます。来週でラストになります。よろしくお願いしま 

 す                           岸沢 重和 君 

 

      

 

             「今年度の実績報告と反省」 

 

◎ロータリー情報委員会                 大東 弘 委員長 

年度当初の 7 月 12 日から新型コロナウィルス感染拡大に伴 

う四度目の緊急事態宣言が発出され、本年度も厳しい環境下 

でのクラブ運営となりました。ロータリー情報委員会でも年 

初方針を何一つ消化する事が出来なかった一年でありまし 

た。そんな中、「当意即妙」のもと会長・幹事をはじめ理事皆 

様の努力により、ウェブ例会・ハイブリット例会が開催され、 

アフターコロナへと変貌する大東ロータリークラブの在り方 

が見えてきた様に思います。次年度創立 55 周年を迎える年、まだまだ難しいクラ 

ブ運営が強いられるとは思いますが、これからの大東ロータリークラブに期待し 

実績と反省とします。 

 

◎プログラム委員会                  委員長 森脇 克弥 

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。 

 

先週の卓話   



 

 

◎広報委員会                     委員長 生駒 智人 

本年度、広報委員長を務めさせていただきました生駒でご 

ざいます。中会長が掲げられました方針『当意即妙』の精 

神を念頭に、状況に応じて広報活動に取り組んでまいりま 

した。しかしながらコロナ過の影響で例会の臨時休会や活 

動制限が続き基本方針で掲げました SNS での対外の発信 

や例会風景での広報はあまり出来なかったことを反省して 

おります。また、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いただきたいと思います。本年度で培っ 

た経験を次年度に活かしていきたいと思います。ご指導、ご協力いただきました 

会員諸兄の皆様一年間ありがとうございました。次年度も引き続きよろしくお願 

い申し上げます。 

 

◎シンギング委員会                   委員長 樋本有伸 

コロナ渦のためセレモニーも割愛され、タクトでみなさまの気持ちを一つにする 

機会がなかったのは残念でした。来期はみなさまの素敵なお歌声が少しでも早く 

聴ける日が来ることを願いつつ、タクトを次に委員長に引き渡ししたいと思いま 

す。 

 

◎ニコニコ箱委員会                  委員長 岸沢 重和 

本年度、ニコニコ箱委員会委員長を務めさせて頂きまし 

た岸沢でございます。コロナの影響で臨時休会、オンライ 

ンでの例会などが続き顔を合わせるいつもの例会は数え 

るほどしか御座いませんでしたが皆様の温かいご支援を 

頂き、何とか 1 年終えることができそうです。心より感 

謝申し上げます。また、振込にてニコニコ箱へのご協力を 

お願いせざる負えない状況となり大変失礼を致しました 

こと、この場をお借りしてお詫び申し上げます。 次年度委員長への引継ぎとし 

ましては、例会開会までに時間が限られるので、使い慣れた電卓の持参をお勧め 

します。また、ご協力頂いた報告発表はロースター順となりますので会員名簿は 

必須です。残り少ない例会を明るく元気に努めて参りますので引き続きご理解、 

ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げ実績報告と次年度委員長への引継ぎ 

といたします。 

 

 

 



 

 

◎ロータリー財団委員会                委員長 小川 芳男 

今年度の寄付金額は、財団年次寄付 532,800 円、ポリオ 

183,100 円、ベネファクター 110,000 円で、合計 

825,900 円となりました。多額のご協力賜りありがとうご 

ざいました。ロータリークラブが 30 数年前に世界の子ど 

もたちと約束したポリオの根絶という大事業が、いよいよ 

最終段階と言う時に、今般のコロナパンデミックで、世界 

中が混乱の極地に立たされております。しかしロータリー 

クラブは世界各国に、ポリオウイルスの特定やワクチン配布キャンペーンを通じ 

て大規模なインフラを築いてきました。このインフラを新型コロナウイルス 

（COVID-19）への対応に活用することで、感染リスクにさらされやすい人、特に 

ポリオ常在国の人びとを新型コロナウイルスから守るべく支援に乗り出していま 

す。また今年度に入りウクライナにおけるロシアの軍事侵攻という考えられない 

ようなことが起こり大変たくさんの老人女性子供が殺されています。この状況に 

もロータリークラブは平和で健康な世界に進んで行かなければならないと考えて 

います。私達のロータリークラブという組織が、ますますこの状況を乗り越えて、 

活動出来ることを願っております。 

 

◎米山奨学委員会                   委員長 谷中 宗貴 

奨学生についてご報告申し上げます。京都での茶道のお 

稽古に連れてまいりました。すでに日本語をよく話せ、理 

解されている才色兼備な方で、私たちでは読解困難な軸 

などの漢字も読み解き、文字に書かれた季節を感じつつ、 

内容を自身の教訓とされていました。日本の文化にも興 

味津々で向学の精神をもち、他者の話をよく聞き、柔軟な 

吸収力と若者らしい熱意を感じられる方です。現況は就職活動、研究実験、卒業 

論文に追われる日々とのことですが、職業を通じグローバルな人材となるとの明 

確なビジョンをもたれ、国際平和という普遍的な相乗効果の創出をテーマとする 

本制度の意義にも見合う方でございます。コロナ渦の影響もあり、数少ない機会 

の提供におわりましたが、引き続き協力させていただきます。 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

本年度もインターアクト委員長を担当させていただき、地区 

への出向もさせて頂きました。本年度の実績といたしまし 

て、昨年同様 新型コロナウイルス感染症の影響で海外研修 

も中止となり、思うような交流・奉仕活動ができませんでし 

た。しかしこのような状況でも 11 月に行いました 年次大会 

は ZOOM を用いて担当校を中心に色々と工夫されたよい年 

次大会となりました。 

クラブ委員長、地区への出向とよい経験をさしていただき、感謝いたします。 

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) 

5 月 新入生歓迎会 実施予定(５月 29 日) 

 

◎クラブ戦略委員会                 委員長 佐藤 多加志  

本年度、現環境、取巻き環境の中で継続テーマである会員増 

強の手段・手法について戦略委員会で 3 回の委員会開催で 

議論を行いました。経緯の検証と方向性として 

1） 入会に対し抵抗感(ハードルが高い等)の払拭 

2） 入会後の共有テーマ等が乏しく孤立する。 

これらを払拭しスムーズに入会できる手法を議論しまし 

た。結果として現会員の趣味や趣向のサークルを立ち上げ小規模でそれぞれにイ 

ベントを開催し仲間として同趣味・趣向の一般の人にも参加頂きサークル内でロ 

ータリーの魅力等を徐々に説明し理解を求めた上で、入会を推奨する。これまで 

の、同好会(歩こう会・グルメの会)も復活させ、新たにツーリングやフィッシング、 

温泉 等の同好会をメンバーで立ち上げて行こうとなりました。未だ委員会協議途 

上でありますが、次年度に引継ぎます。拙い委員長であり、まだまだ、戦略委員 

会としては「課題」を残した中での年度末となりましたが、会長・理事会・メン 

バー各位にはご理解賜り、ご支援頂きました事に感謝申し上げ報告とさせて頂き 

ます。 

 

 

 

 



 

 

◎  S.A.A. 柿木 篤 

本年度、中会長の方針である「当意即妙」のもと、ZOOM 

例会、ハイブリッド例会と新たなる試みを行ってきまし 

た。試行錯誤しながらではありますがコロナ禍の例会運 

営について新たなる道筋が築けたと思います。これまで 

の運営とは違いましたが、会場監督として例会の進行を 

秩序正しく楽しい雰囲気づくりに心掛け、私語の防止、 

座席の整理や食事、配布資料等のチェック、親睦活動委 

員会と連携・協力し共に来客や会員の皆様方を笑顔で迎え入れるよう努めて参り 

ました。ただ、例会の進行においては、ただ事務的に進行することも多く、笑い 

がでるような雰囲気を築けなかったことが反省としております。また進行の間違 

いなど聞きづらい点もあったかと思いますが、そこは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。最後になりますが親睦活動委員会のみなさんをは 

じめ、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、中会長、空門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。 

 

◎ 会計 間 紀夫 

本年度につきましては、引き続き新型コロナウイルスの影 

響から通常どおりの例会開催がかなわず、残念ながら各委 

員会の事業につきましても計画どおりに実施することもほ 

とんどかなわない状況となりました。そのため、前年度に 

引き続き、会計上も柔軟な対応が求められるところはあり 

ましたが、メンバーからお預かりした大切な資金を無駄の 

ない有意義な支出とできるよう努めさせていただきまし 

た。また、次年度、大東ロータリークラブは創立５５周年を迎えます。創立５５ 

周年に向けて、またその先を見据え、一定の資金を残すことはできたものと思い 

ますが、それもひとえに皆様のご理解とご協力の賜物です。あらためて御礼申し 

上げます。 

          第４回 創立 55 周年実行委員会 開催 

 

                 ６月 14 日（火）例会後、大東市民会館４階 

大会議室に於いて、創立５５周年実行委員 

会が開催されました。 

 

        


