
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累        計 2,923,000円 

年 間 予 算 2,500,000円 

達 成 率 116.92％ 

 

 

・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） 

・7/12  例会 

・7/19  例会 

・7/23  米山奨学委員長・カウンセラー研修会 

      

・7/26   例会 

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 7 月 5 日発行   No.2578 2022.6.21（No.2577）の例会記録 

 

 

  大東ロータリー会長テーマ 

 「多様性溢れる個性を尊重し、 
協調しながら未来へ」 

◆ 出席報告（6月 21日分） 

会員数 37名 出席数 28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 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％ 

後面に記載 

        

   「新年度の方針発表」 
会計・SAA   

 
２０２２年～２０２３年度 

 
国際ロータリーのテーマ 

 
国際ロータリー会長  

 
  ジェニファー・ジョーンズ 

今週の予定   （7月 5日） お知らせ 

創立 1967年 12月 26日 
■会長 中野 秀一 
■幹事 杉原 巨峰 
■広報委員長 岡井 康弘 
（会報） 

次週の予定   （7月 12日） 

先週の例会報告 

ニコニコ箱 

 

イマジン ロータリー 

 

 

   「新年度の方針発表」 
会長・幹事・五大奉仕委員長 

 

      

 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、今年度最後の例会となりました。 

振り返りますと去年の 7 月に最初の「会長の時間は 

大変だな」と思い、1 年間できるかなと思っておりま 

した。「先が長いなあ」と思っておりましたが、長く 

て短い 1 年だったなあと感じております。 

青少年奉仕委員会の森田委員長には、少年野球大会、 

弁論大会とお世話になり、社会奉仕委員会の杉原委 

員長は子供支援センタ－への訪問お世話になりました。残念ながら出前授業、市 

民祭り、交通安全キャンペ－ン等は中止となりました。また、岡井職業奉仕委員 

長におかれましても、1 日旅行の計画準備までしていただきましたが、直前に中 

止となり残念な思いでありました。SAA の柿木委員長におかれましては、後半 2 

月よりハイブリット例会開催に当たり準備等でお世話になりました。他各委員長 

におかれましても、例会、事業等中止となる中、試行錯誤しながら考えていただ 

き、有り難うございました。次年度は 55 周年の式典も予定されています。例会も 

100 パーセント開催と聞いております。会員の皆様におかれましては、奉仕の気 

持ちをもって積極的に活動されます事をお願い申しあげますと共に１年間ご協力 

いただきました事に対し重ねてお礼を申し上げまして、本年度最後の会長の時間 

といたします。１年間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 

・誕生日 自祝       西條 義昭 君 

・結婚記念日 自祝      樋本 有伸 君 

・入会記念日 自祝                    岡井 康弘 君 

・会長無事終了 感謝       中  恒夫 君 

・幹事無事終了 感謝                   空門 満也 君 

・理事役員無事終了      小川 芳男 君 

・理事役員無事終了      中野 秀一 君 

・理事役員無事終了      田川 和見 君 

・理事役員無事終了      杉原 巨峰 君 

・理事役員無事終了      佐藤多加志 君 

・理事役員無事終了      東村 正剛 君 

・理事役員無事終了      中嶋 啓文 君 

・理事役員無事終了      間  紀夫 君 

・理事役員無事終了      柿木  篤 君 

・理事役員無事終了      西山 潤一 君 

・理事役員無事終了      谷中 宗貴 君 

・理事役員無事終了      森脇 克弥 君 

・理事役員無事終了      森田 武雄 君 

・理事役員無事終了      岡井 康弘 君 

・理事役員無事終了      樋本 有伸 君 

・理事役員無事終了      生駒 智人 君 

・理事役員無事終了         岸沢 重和 君 

・一年間ありがとうございました              中  恒夫 君 

・一年間ご協力・ご指導ありがとうございました       空門 満也 君 

・中会長、空門幹事、理事役員の方々、ご苦労様でした。岸沢ニコニコ委員長、 

いつも楽しい話ありがとう。               藤本 和俊 君 

       ・御迷惑をお掛け致します                 橋本 正幸 君 

       ・中会長、空門幹事、一年間お疲れさまでした。又、一年間、バースデーフラワ 

        ーのお時間頂きありがとうございました          杉原 巨峰 君 

             ・佐藤さん、隆ちゃん、剛くん、森田くん、生駒くん、新入会員候補者食事会へ 

        のご参加ありがとうございました             中野 秀一 君 

・大東 RC、サウナ同好会お疲れ様でした。中会長、佐藤委員長、空門幹事、中野 

エレクト、杉原会員、ありがとうございました！      東村 正剛 君 

・中会長、空門幹事、１年間お疲れ様でした         間  紀夫 君 

委員会報告 



 

 

・中会長、空門幹事、メンバーのみなさま、一年間ありがとうございました 

                             柿木  篤 君 

・一年間お世話になりありがとうございました        西山 潤一 君 

・中会長、空門幹事、おつかれ様でした。佐藤さん、中野秀一さん、おせわにな 

 りありがとうございました。               森田 武雄 君 

・中会長、空門幹事、おつかれさまでございました。佐藤さん、中野秀一さん、 

中野秀一さん、中野隆二さん、森田さん、中野剛さん、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 

・佐藤さん、中野秀一さん、昨日はありがとうございました  中野  剛 君 

 

 

 

      

 

             「今年度の実績報告と反省」 

 

◎ 会長                        中 恒夫 会員 

本年度 RI 会長のシェカ－ル・メータ－氏のテーマ「奉

仕しようみんなの人生を豊かにするために」を掲げら

れ、スタ－トいたしましたが、一昨年より新型コロナ

の万延で当初の計画どおりに事業を遂行できないので

は無いかと思い私のテーマを「当意即妙」を掲げさせ

ていただきました。その場の状況に柔軟な対応をして

いくと言う意味ですが大変困難な事でありました。今

年 12 月には当クラブの会員でありました樋口秀和会員がご逝去されました。

樋口会員は 2012-2013 年度地区ガバナ－補佐に出向され、ロ－タリ－クラブ

に対し熱い思いで活動されておりました。大変残念な思いであります。ご冥福

をお祈り申しあげます。さて、2021 年 3 月 13 日の会長、幹事会 PETS から

始まり、地区では、会員増強セミナ－当は ZOOM 開催となり、当クラブもハ

イブリッド例会の開催は出来ないかと言う声もありましたが、2022 年 3 月に

大東市民会館に ZOOM 環境が整い、テスト形式で通常例会とオンライン例会

を現在おこなっております。今年度は家族会、クリスマス会、合同例会が中止

の運びとなり、大変心苦しい思いであります。2022-2023 年度は大東ロ－タリ

－クラブ創立 55 周年式典が予定されております。中野秀一会長、杉原幹事に

引き継ぎ、中嶋周年実行委員長の元盛会に開催されることを祈念申し上げまし

て、会員の皆様に対し厚く御礼申し上げます。1 年間大変お世話になり有難う

先週の卓話   



 

 

ございました。 

 

◎ 幹事                        空門 満也 会員 

本年度、１年半続く新型コロナの猛威のもと、恐らく

は初めて、例会が 10 月からスタートした異例の年度

となりました。そんな状況の中、本日この様に無事最

後の例会を迎えられた事に対しまして、理事役員の皆

様、各委員長及び会員の皆様のご理解、ご協力に厚く

感謝申し上げます。 そして中会長におかれましては、

思いがままならない中の一年間、準備期間を入れます

と１年半、本当にお疲れ様でした。１０月より例会は再開されたものの、新型

コロナウィルスの感染状況を見ながらの取り組みとなり、秋の家族会やクリス

マス家族会、各委員会の情報集会など各種事業が結局開催できなかったことは

誠に残念でした。後期には中野隆二国際奉仕委員長には、情報集会の開催は出

来なかったものの、週報にて情報集会の資料を掲載していただきました。しか

し、やはり情報集会も例会と同様、会員同士顔を合わせて意見交換してこそだ

と、感じました。後期におきましては新型コロナ ウィルス蔓延により、2022

年最初の例会は開催されたものの、その１回限りとなり、後の例会や各種行事

が中止を余儀なくされ、会員相互の親睦と友情を深める時と場所が大幅に削減

されたことは誠に残念でした。また、故 樋口秀和 先輩がこの１月にご逝去

なされましたことは当クラブにおきまして誠に大きな損失であり大変残念な

出来事でありました。卓話において、情報集会において、家族会において、ゴ

ルフ同好会において、たくさんのことを後輩に教えていただけていたことは、

クラブにとって大きな財産でありました。心よりご冥福をお祈り申し上げたい

と思います。春の家族会におきましてはぎりぎりまで岡井職業奉仕委員長に準

備していただきましたが、情況を鑑み断念することとなり、誠に歯がゆいばか

りでございます。蔓延防止等重点措置及び大阪府新型コロナ警戒信号の解除を

待つ中で、この２年、コロナの環境に振り回され、例会が開催されない状態が

この先も続く可能性を考えると、やはり活動のステージをもう一段上げていく

必要があるのではという思いで、中会長の掲げる「当意即妙」に準ずる気持ち

で、他クラブではすでに導入されているオンライン例会の開催に踏み切ること

となりました。SAA の柿木会員には大変ご苦労を掛けたことと思います。手

探りではありましたが卓話中に映像が途切れたり、事務局のパソコンが

ZOOM に接続できなくなったり、ハプニング等ある中何とか開催出来ました

ことは非常に大きな１歩だと思います。卓話におきましても変更等が多く、森

脇プログラム委員長には大変ご苦労をおかけしました。初めてのオンライン例



 

 

会におきましては樋口光平会員が ZOOM をうまく使いこなしながらなされた

技術の高さには感動いたしました。岸沢会員の卓話におきましては、卓話中に

フリーズし、進行に不安を抱かせまして非常に申し訳ありませんでした。また

中野剛会員には直前に卓話をお願いし、時間の無い中で組み立てていただき卓

話をしていただきまして誠にありがとうございました。まだまだ修正が必要な

オンラインの例会だとは思いますが、次年度はすべての例会を開催されるとい

うことでございますので、このオンライン例会もその一助になればと思います。

本年度、中会長が掲げました「当意即妙」のスローガンのもとクラブの運営を

進めて参る思いでございましたが、どこまで遂行できたか疑問も残ります。ま

た定例理事会及びクラブ協議会において不慣れな司会進行で皆様にご迷惑を

おかけしました。振り返れば、反省ばかりが残っているように思います。そん

な至らないばかりの幹事でございましたが、理事・役員・各委員長さん、また

先輩諸兄をはじめとする会員の皆さまのご協力があって今日に至ることが出

来たことと存じます。心より感謝申し上げます。また事務局の本田さんもまだ

経験の浅い中、未熟な幹事である私を支えていただき大変ご苦労をおかけした

ことと思います。誠にありがとうございました。幹事として、不行き届きな点

が 多々あったかと存じますが、皆様の友情を持ちましてご寛容いただけます

と幸いに 存じます。１年間本当にありがとうございました。 

 

 

              クラブ協議会開催 

 

                 ６月 21 日（火）例会後、大東市民会館４階 

大会議室に於いて、クラブ協議会が開催さ 

れました。 

 

 

 

 

            ５５周年実行委員会開催 

大東ＲＣ創立５5 周年 第 5 回実行委員会 を開催させて頂きます。各部門の委員 

長・副委員長の方はご参加よろしくお願い致します。 

 

日  時  令和 4 年 7 月 5 日（火）例会終了後  

   

場  所 市民会館 例会会場        


