
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累        計 132,000円 

年 間 予 算 2,300,000円 

達 成 率 5.7％ 

 

 

・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 

・7/27  第３回燦々会 帝国ホテル 18:00-20:00 

・8/2-3 インターアクト研修旅行（広島） 

・8/6  クラブ職業奉仕委員長会議 大阪 YMCA 13：30～ 

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 12 日発行   No.2579 2022.7.5（No.2578）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（7月 5日分） 

会員数 37名 出席数 33名 欠席者 0名 

特定免除 3名 その他免除 1名 

出席率 97.06％ 

 

前々回 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％ 

後面に記載 

        

   「新年度の方針発表」 
各委員長 

 
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 12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 19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」 
五大奉仕・会計・SAA 

      

 



 

 

             

 

２０２２－２３年度、創立５５周年を迎える年に会長 

職を仰せつかりました中野秀一でございます。 

まずは中直前会長はじめ前年度理事役員の皆様に一 

年間のお役目を果たされました事に心からの敬意と 

感謝を申し上げます。 

本年度は「多様性溢れる個性を尊重し、協調しながら 

未来へ」をスローガンに掲げさせていただきました。 

地域・業界における個性豊かで卓越したリーダーシップを発揮されておられる皆 

様と共に、メンバー全員で例会や同好会など、各種活動の参加を通じて、友情を 

深めながら未来へ繋いでまいりたいと思っております。尚、一昨年にご逝去され 

ました当クラブのシンボリックな存在でもございました故大川進一郎会員がこよ 

なく愛した音楽に因みまして、皆様と共に美しいシンフォニーを奏でて参るよう 

な、そんな５５周年となる事を想い描き、「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！」を周年のテーマとさせて頂きました。 

ロシアのウクライナ侵攻が長期化し、世界平和が脅かされている昨今ではありま 

すが、皆様と共に RI が推進する DEI「多様性・公平さ・インクルージョン」を念 

頭において、明るく元気にロータリー活動を推進してまいりたいと思っておりま 

す。そして、５５周年記念式典・祝宴を 12 月に帝国ホテル大阪で開催する予定で 

ございますので、皆様と共に盛大にお祝いしたいと思います。また、一昨年のク 

ラブ戦略委員会においては「持続可能な魅力あるクラブを目指して！」というク 

ラブビジョンが策定されました。本年度は「持続可能な魅力あるクラブ」をさら 

に強化するべく、ロータリー運動の輪を深め、広げて参る為にも、メンバー間の 

出会いと親睦を深める基本は例会にあると考え、本年度は４０回の例会を全て開 

催する予定でおります。例会の時間が皆様にとって、少しでも有意義なお時間と 

なりますよう幹事やＳＡＡを始め運営スタッフ一同力を合わせ、精一杯努めてま 

いる所存です。中会長から受取りました５５年という歴史あるバトンを、次年度 

の東村会長エレクトへ、そして次世代へと縦の糸を紡いでいけるよう会長職を全 

うして参ります。一年間、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

会長の時間 
会長 中野 秀一 

 

 

 

 



 

 

 

池田会員の音頭で「乾杯！」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-22 年度 中会長、空門幹事への記念品贈呈 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

花束の贈呈「お疲れ様でした！」 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

＜理事会報告＞ 

決議事項 

7 月 5 日第 1 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.  一般会計、ニコニコ会計予算案の件       ・・・・・・承認 

2.  大東市民まつり 委員選出および協賛の件        ・・・・・・承認 

3.  青少年健全育成市民大会への協力について    ・・・・・・承認 

4.  木村克己会員 出席免除願いについて      ・・・・・・承認 

5.  事務所鍵、ハンコの引継ぎの件         ・・・・・・承認 

6.  事務局夏休みの件 8/10-18           ・・・・・・承認 

 

 

◎ニコニコ箱委員会                   委員長 中崎 諭 

・誕生日 自祝             高嶋  登 君 

・誕生日 自祝             柿木  篤 君 

・理事役員無事終了                    大東  弘 君 

・理事役員無事終了      中野 隆二 君 

・理事役員無事終了                    中崎  諭 君 

・これから一年しっかり頑張ります。皆様よろしくお願いいたします 

                             中野 秀一 君 

・新年度スタート！！一年間宜しくお願い致します      杉原 巨峰 君 

・中野会長、１年間よろしくお願いいたします        中  恒夫 君 

・中野会長、一年間宜しくお願いいたします         橋本 正幸 君 

・中野会長・杉原幹事 ガンバッテ！            田川 和見 君 

・会員増強、ご支援宜しくお願いします           佐藤 多加志君 

・中野会長・杉原幹事 １年間身体に気を付けて頑張ってください 

                             東村 正剛 君 

・創立５５周年年度が始まりました。中野会長・杉原幹事共に皆で頑張りましょ 

 う                           中嶋 啓文 君 

・新年度スタート！中野会長・杉原幹事、がんばって下さい  空門 満也 君 

・皆様１年間宜しくお願い致します             間  紀夫 君 

・東村さん お世話になりました              間  紀夫 君 

・本年度も宜しく御願い致します              中野 隆二 君 

・佐藤さん、東村さん、お世話になりありがとうございました 西山 潤一 君 

・新年度よろしくお願いします               谷中 宗貴 君 

委員会報告 

幹事報告 幹事 杉原 巨峰 

 

 

 

 



 

 

・新年度がスタート致しました。１年間宜しくお願い致します 森脇 克弥 君 

・中野会長・杉原幹事、新年度宜しくおねがいします。東村さん、先日はお世話 

 になりありがとうございました              森田 武雄 君 

・中野秀一会長・杉原幹事、１年間よろしくお願いします。中前会長・空門前幹 

 事、おつかれ様でした                  岡井 康弘 君 

・中会長、おつかれさまでした。中野会長、１年間よろしくお願いします 

                             樋本 有伸 君 

・第５５代シンギング委員会委員長の岸沢です。１年間よろしくお願いします 

                             岸沢 重和 君 

・本年度も皆様宜しくお願いします             中野  剛 君 

・１年間よろしくお願いします               樋口 光平 君 

・本年度スタートです。中野会長１年間よろしくお願いします 中崎  諭 君 

 

 

 

      

 

             「新年度の方針発表」 

 

会長 中野 秀一 

2021 年夏、我が国で一年遅れのオリンピックが開催され 

ました。開催期間中にコロナウィルスによる緊急事態宣 

言が発令され、人の流れが抑制される措置が取られたに 

もかかわらず、感染者数は大幅に増加を続けました。ワク 

チンの接種が進み、集団免疫の獲得による人の往来や経 

済活動の回復が期待されていましたが、新たな変異株に 

より「いたちごっこ」的な状況が繰り返されています。世界各国の研究者・医薬 

品メーカーが特効薬を開発するべく努力を続けてくれていますので、一日も早い 

完成を祈るばかりです。さて、この度の東京オリンピックの特色の一つに「多様 

性」が挙げられます。アスリートの皆さんの性別、人種、宗教、国家など、あら 

ゆる壁を乗り越えて、お互いの個性・存在を尊重し、大会を盛り上げていこうと 

する姿勢が大きな特色であったように感じました。それぞれの種目において、最 

高のパフォーマンスと結果を残すために努力し続けてきた結果として、肉体・筋 

肉の造られ方にもそれぞれの競技によって特徴が見られます。陸上においても、 

短距離走者と長距離走者の筋肉・身体の特徴は異なりますし、球技においてもラ 

グビー選手とサッカー選手にも筋肉・身体の特徴が大きく異なっています。それ 

先週の卓話   



 

 

ぞれの種目・競技において最高のパフォーマンスを発揮するために、求められる 

結果を残すために進化し続けた結果として、このように多様性ある肉体の造られ 

方がされるのだと思いますが、企業や団体においても最高のパフォーマンス・結 

果を導き出すためには、経営者・経営幹部、営業職や事務職、生産技術者、総務 

部や経理部や企画部などが、それぞれの職種や立場にあった知識・能力が求めら 

れるのです。まさに、多様性が尊重され、協調性が求められ、チームとしてベク 

トルが合わされて結果が得られるのではないでしょうか。この度の東京オリンピ 

ック開催の是非については、メディアでも賛否両論ありますが、揚げ足を取るよ 

うな無責任な言動には正直うんざり致します。私たちには、どんな状況下にあろ 

うとも、企業・団体を存続させ、発展し続けていかなければならない責務があり 

ます。過去最多のメダルを獲得した東京オリンピックを一つの考え直す機会とし 

て捉え、多様性が尊重され、互いに協調しあいながら、争うことなく、前向きに、 

明るく、元気に日々を過ごして行かなければなりません。本年、大東ロータリー 

クラブは創立５５周年を迎えます。ロータリークラブの根幹でもある職業奉仕の 

理念、職業分類という概念は草創期から現在に至るまで、活動の支えとなってき 

たのではないでしょうか。地域の中で、それぞれの職業の第一人者の方々が集い 

構成されるクラブであるからこそ、大きな力が発揮され、信頼と実績が残せてき 

たのではないでしょうか。それぞれの職業・業界におけるトップリーダーの皆さ 

んですから、当然ながら個性も強く、エネルギーの高さも並々ならぬものがあり 

ます。まさに、最高のパフォーマンスを発揮する事の出来るアスリート集団とい 

っても過言ではありません。このような個性豊かで、知識や経験、幅広い人脈と 

品格を持ち合わせた、多様性あふれるハイパフォーマンスな力を持つ団体という 

のは地域においても稀有の存在であります。生涯を通じて奉仕の心を持ち続け、 

学びと実践を実行し続けるクラブの DNA を継承し、これからも当クラブは存続・ 

発展をしていかなければなりません。創立から半世紀を迎えてからも早や５年の 

月日が経過致しました。今後、５年・10 年とさらに継続・発展していくためにも、 

５５周年という節目の本年度は、これまでの足跡を改めて見つめ直し、未来への 

ビジョンをメンバー全員で共有しなければならないと考えます。本年度のジェニ 

ファー・ジョーンズ RI 会長のテーマは「Imagine Rotary」です。想像してくだ 

さい、私たちがベストを尽くせる世界を。私たちは毎朝目覚めるとき、その世界 

に変化をもたらせると知っています。昨日の事をイマジン（想像）する人はいま 

せん。それは未来を描くことです。コロナ禍の中、今後我々を取り巻く環境がい 

つ、どのように変化・収束していくのか見通しがつきにくい状況ではありますが、 

人類はこの状況を必ず克服し、次の新しい時代を切り拓いていくはずです。私は、 

我々自身が成長し続ける場として「例会」がやはり根幹であると考えます。「例会」 

に毎週出席する事で個性あるメンバー同士が出会い、お互いに情報交換を行いな 



 

 

がら刺激を受け友情を深めながら、歳を重ねて行くほどに自らの考え方や限界を 

ブレイクスルーし成長していく事が出来るはずです。そして地域への奉仕活動を 

通じて切磋琢磨しながら社会貢献に勤しみ、そういった中で培われた経験をもっ 

て、それぞれの活動母体である企業の発展の礎となる経営者としての理念や倫理 

観を絶えずアップデートし、会員同士が生涯に亘る友情を育んでいかなければな 

りません。ロータリー活動を支えてくれているそれぞれのご家族や企業、地域社 

会の各種団体や同志に、感謝の意を表し、メンバー同士がそれぞれの個性を尊重 

しながら協調し、地道に奉仕の輪を広げ、次世代へと繋いで行ける１年とするべ 

く、誠心誠意、会長職を全うしてまいる所存であります。何卒、皆様のご指導ご 

鞭撻、ご理解とご協力を賜りますよう、心からお願い申し上げます。 

 

 

                         幹事 杉原 巨峰 

本年度、中野会長の提唱されたテーマ「多様性溢れる個性を 

尊重し、協調しながら未来へ」を掲げられました。所信の中 

で、東京オリンピックでのアスリートの例えから、メンバー 

の個性・存在を尊重し、多様性あるクラブ作りを目指し、又、 

例会の集いから親睦、交流が生まれ、会員相互の協調性が生 

まれると考えます。数年に渡り、新型コロナウイルスの影響 

で余儀なくされた例会中止。本年度は当クラブの 55 周年に 

も当たる年でもあり、全世界が一日でも早く正常な社会環境に戻ることを願いつ 

つ、更なる未来に向けたクラブ運営に取り組んで参りたいと思います。幹事とし 

ては微力ではありますが、会員皆様のご理解・ご協力の程宜しくお願い申し上げ 

ます。 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      新年度、最初の月のお誕生日花ということで、今月 

お誕生日を迎えられます皆様と同じく当クラブも 

１歳年を重ね５５歳(５５周年)を迎える年となります。 

新たなスタートに際し、「純潔」「純白」を意味する 

八重咲の百合(アイシャ)に、伸びやかに上に向く 

グラマトフィラム(ラン)は「夏の恋人」と言う花言葉を 

持ち合わせております。グリーンのトルコキキョウは 

見た目通り「抹茶」と名付けられております。 

大変暑いこの季節、ホワイト＆グリーンで涼しげにアレ 

ンジさせて頂きました。お誕生日おめでとうございます。 

 

 

            創立５５周年実行委員会開催 

 

                 7 月 5 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。 

 

 

 

 

＜2022-2023 年度 集合写真＞ 

           

7 月のバースデーフラワー 


