
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累        計 262,000円 

年 間 予 算 2,300,000円 

達 成 率 11.39％ 

 

 

・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）中止 

・8/6  クラブ職業奉仕委員長会議 大阪 YMCA 13：30～ 

・8/9  例会 創立５５周年実行委員会開催 

・8/9  情報集会 まんま家  18:00～ 

・8/27  クラブ青少年奉仕合同委員会会議 

     大阪 YMCA  13:30-16:30 

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 26 日発行   No.2581 2022.7.19（No.2580）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 19日分） 

会員数 37名 出席数 22名 欠席者 10名 

特定免除 5名 その他免除 0名 

出席率 68.75％ 

 

前々回 7月 12日分 

会員数 37名 出席数 30名 欠席者 3名 

特定免除 4名 その他免除 0名 

出席率 90.91％ 

 

後面に記載 

      「未定」 

田川 和見クラブ奉仕委員長 

ゲストスピーカー 大王製紙様 3 名 

 

 

        

      「未定」 

 
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 26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   （8月 9日） 

先週の例会報告 

ニコニコ箱 

 

イマジン ロータリー 

 

 

    「視覚について」 

小林 誉典 会員 

      

 



 

 

             

 

例年より約３週間ほど早い梅雨明けと共に、早期に到来し 

た猛暑や突発豪雨など、異常気象の中迎えたこの３連休、 

皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。 

新型コロナも第７波が到来しているようです。全国の新規 

感染者数もここ連日１０万人余りとなっています。これま 

で日本国内での新型コロナウィルス感染症と診断された 

数は７月１日時点で累計９３０万人、全人口の 7.3％に上 

ります。本日現在においては、もう１千万人を超えております。オミクロン株が 

流行の主体であった今年の１月から２月に診断された人の中で、重症化した割合 

は５０歳代以下で０．０３％、６０歳代以上では２．４９％、死亡した人の割合 

は５０歳代以下で０．０１％、６０歳代以上で１．９９％だそうです。世界各国 

と比較しますと日本は重症・死亡者の割合はかなり低くなっております。 

ワクチンを接種した場合の数値は更に下がりますが、政府の指針では、これまで 

のような行動の規制は行わずに経済を回すという事ですので、４回目のワクチン 

接種については感染予防にはあまり効果が無いとも言われていますが、重症化を 

抑える効果が高いようですので、皆様におかれましては積極的に接種をお願いで 

きればと思います。さて、このような with コロナで活発に活動しにくい世の中で 

はありますが、そのような中でも何か小さな幸せ・喜びを見つけながら、希望を 

もって生きて行かなければなりません。私事ではありますが、コロナ禍以降は大 

勢での飲食・会話を伴う「飲み歩き」を極力控えておりますので、その反動と言 

いますか、第一の趣味が「仕事」になっています。「趣味と実益」を兼ねる事によ 

って会社の業績も落ち込むことなく堅調に推移しておりますが、仕事をする上で 

の行動規範となるのは、やはりロータリーの掲げる「職業奉仕の理念」が少なか 

らず影響しているように思います。アーサー・フレデリック・シェルドンが提唱 

した職業奉仕の理念は、「He profits most who serves best」、「最もよく奉仕する 

者、最も多く報いられる」という事であります。利他の心を持って、他人の成功 

を願うことで、自らの会社も社会に必要とされ存続する事が出来るのではないか 

という思いに至る、今日この頃であります。ちなみに、仕事以外では、休日にバ 

イクでのツーリングや家庭菜園など、これも人との接触があまり無い事を趣味に 

しておりますので、オートバイできれいな景色を見ながら季節を感じたり、花や 

野菜の成長に心が和んだり、そういったささやかな所に幸せを感じるなど、人間 

らしい事もきちんとしております。「持続可能な魅力あるクラブを目指して！」行 

く為にも、これからもロータリーで皆様との友情を深めながら学び続け、「奉仕の 

実践」を通じて社会に貢献し、平和な社会の実現のお役に立てる事が出来るよう 

な人間に成長してまいりたいと思います。本日の例会も皆様にとって有意義な例 

会長の時間 
会長 中野 秀一 

 

 

 

 



 

 

会となります事を祈念申し上げます。 

 

 

 

 

◎ニコニコ箱委員会                   委員長 中崎 諭 

 

・入会記念日 自祝      大東  弘 君 

・入会記念日 自祝      中  恒夫 君 

・入会記念日 自祝      佐藤 多加志君 

・入会記念日 自祝                    中野 秀一 君 

・入会記念日 自祝      中嶋 啓文 君 

・入会記念日 自祝      間  紀夫 君 

・入会記念日 自祝      谷中 宗貴 君 

・入会記念日 自祝      樋本 有伸 君 

・入会記念日 自祝      生駒 智人 君 

・本日も雨の中、皆様ご参加ありがとうございます     中野 秀一 君 

・インターアクト生駒委員長、佐藤会員、中崎会員、いろいろとありがとうござ 

います。       杉原 巨峰 君 

       ・柿木委員長、発達支援センター夏祭り寄付、ご苦労様でした 杉原 巨峰 君 

・前年度の SAA 柿木さんには、リモート例会参加で大変お世話になりました  

 感謝        福富 經昌 君 

・早退 おわび       柿木  篤 君 

・本日もニコニコ箱にあたたかいご協力ありがとうございました中崎  諭 君 

・谷中さん、イカ釣りありがとうございました。最高にたのしかったです 

                             樋口 光平 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 



 

 

◎社会奉仕委員会                   柿木 篤 委員長 

7 月１２日（火）例会終了後、大東市こども発達支援センターに会長、幹事と共に 

訪問、7 月１５日（金）に開催される夏まつりにジュースの差し入れをさせて頂 

きました。 残念ながら昨年同様、新型コロナウイルス感染防止の観点から夏まつ 

りに参加は出来ませんでしたが、一日でも早く、こども達と一緒にイベントに参 

加できる日が来ることを願っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

             「新年度の方針発表」 

     ◎55 周年実行委員会                   中嶋 啓文 委員長 

      本年度、我々は５５周年を迎へます。「“２０６７”への架け 

橋」をスローガンに掲げた５０周年から早くも５年が過ぎま 

した。志、新たにスタートしたのですが、コロナ禍に見舞わ 

れ、行動制限を止む無くされ、無駄な日々を費やされてしま 

いました。しかしながら、５５周年は５年間の集大成ではな 

く１００周年までの第１チェックポイントです。「５５周年 

に５０名の会員」という目標には大きく届きませんでしたが、時代の背景に合った 

クラブ運営の継続や自由で柔軟な活動ができる環境づくりでは、「次世代のメンバ 

ーへの架け橋」を実践して来たことと信じます。本年度中野会長のスローガン「多 

様性溢れる個性を尊重し、協調しながら未来へ」のもと、５５周年は「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！」としました。地域や業界 

のトップリーダーの集うＲＣの会員として、個々の個性を磨き、尊重し、心を一つ 

にして互いに響き合いを感じられる周年になるよう頑張って参ります。皆さんと共 

に創りあげる５５周年を成功させたいと思います。皆さんのご協力をお願いいたし 

先週の卓話   



 

 

ます。ありがとうございました。 

       

      ◎会計        西山 潤一 会員 

大東ロータリークラブは創立 55 周年 を迎えます。この節 

目の年の会計としては、中野会長が提唱されたクラブテーマ 

である「多様性溢れる個性を尊重し、協調しながら未来へ」 

を意識した財務管理を行いたいと思います。メンバーからお 

預かりした大切な資金を、無駄なく使途を明確にした上で有 

意義に執行致します。会員の皆様のご協力をよろしくお願い 

致します。 

 

◎S.A.A                        谷中 宗貴 会員 

新型コロナウィルスへの不安も拭えず、ビジョンやアイデン 

ティティなきまま取り繕い、いずれ崩壊するであろうものの 

表層のみを整備し、与えられた物事をまるで自らの発想であ 

るかのように稚拙にわき立たせ、刷新せず、曖昧で、判断せ 

ず、根本的な打開策や改善するためのアイデアなきまま時代 

が流れているように感じます。人がロボットにロボットのよ 

うにあしらわれ、国が国にあしらわれ、知性と道徳心と感情をなくし、不安と不満 

が拡がり、すべての物事がいわゆるマニュアル、スタンダーディゼーション、アド 

ミニストレート、役に立たないオートメーション化されていく。実に自由がなく、 

面白くない。抗いたい。嫌だ。そのような時代だからこそ、小さなことですが、自 

分ができる‘良きこと’を見極め、自らの発想でそれを実践していき、やり遂げた 

いと考えます。大東ロータリークラブにおけるＳＡＡとはやはり定例会の進行係だ 

と思います。スムーズな進行かつ皆様の活力を発揮していただけるよう振る舞うこ 

とが、最大の務めと考えます。例会の本質的な意義を理解し、それらを少しでも表 

現できるように配慮させてください。会員各位が週に一度相集うことで何かを得る 

ことができる。何かできる。そのようなコーディネーターとなれるよう、努めてま 

いります。例会に出席し、互いに会話し、それが相乗効果を生み、昼食の時間をと 

もに過ごすことで共有できる意識が芽生え、素晴らしい卓話に感銘、賛美、賛辞し 

あえる。例会が良き習慣となり、胸を張って出席することがある種‘こだわり’で 

ある。そのような自己観を持っていただけるような場をご提供させていただければ 

幸いです。また、将来入会していただける新入会員の皆様にも誇りをもち出席して 

いただけるような設えを、各委員長らとともに目指すことができればと考えます。 

最後になりますが、２０２２－２３の大東ロータリークラブが発展の基軸となりま 

すことをご祈念申し上げ、その一助を担わせていただけることに感謝申し上げ、基 

本方針とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 



 

 

◎ロータリー財団委員会                 樋本 有伸 会員 

ロータリー財団の使命は、ロータリアンが、人びとの健康状 

態を改善し、質の高い教育を提供し、環境保全に取り組み、 

貧困をなくすことを通じて、世界理解、親善、平和を構築で 

きるよう支援することです。その運動の源泉はロータリアン 

からの寄付により成り立っています。今日の世界は、コロナ 

禍を終息させ、意義あるかたちで互いのつながりを取り戻 

し、世界の安定と平和の基盤構築に必要な信頼関係を再び築いていくための支援を 

必要としています。そのためには多様性と個性に溢れたメンバーが協調しながら行 

動することが大切と考えます。これからも皆様のご協力を宜しくお願いします。 

 

◎職業奉仕委員会                    森田 武雄 会員 

本年度、中野会長を先頭に大東ロータリークラブ５５周年を迎えるに辺り、これま 

で先輩諸氏が築いて頂いた礎を大切にして本年度の職業奉仕事業を行ってまいり 

たいと考えます。ロータリークラブは様々職業のプロフェッショナルの集まりです。 

知識、経験、反省を繰り返して今日があると思います。この知識をクラブ内、家族、 

地域の人、学校子供たちに役立て奉仕に繋がればと思います。昨今、職業の転職が 

頻繁行われる世の中ですが、転職が悪いのではなく一つでもその職業に人生を掛け、 

費やす時間、信用、やりがいをもつ事が楽しいと感じる事が大切では無いか思いま 

す。そうすれば自身の価値観が変わるのでは無いかと感じます。ロータリークラブ 

メンバーはこのような経験へて今が有ると思います。地域の多く人に様々な職業の 

素晴らしさを伝えることがロータリークラブの職業奉仕と私思います。皆様一年間 

宜しくお願い致します。 

 

◎ロータリー情報委員会                 橋本 正幸 会員 

今年度５５周年を迎える当クラブの状況や取り巻く環境を考慮しながら、理想の奉 

仕を想像（Ｉｍａｇｉｎｅ）し、先人の思いを継承していかなければならない使命 

があると思います。中野会長は「会員相互が個性を尊重しながら協調し、地道に奉 

仕の輪を広げ、次世代に繋ぐ」とされました。ロータリー情報委員会は、「会員候 

補にロータリークラブ会員の特典と責務に関する情報を提供し、会員にあらゆるレ 

ベルのロータリーの歴史、綱領、規模、活動に関する情報を提供し、入会してから 

最初の１年間、新会員のオリエンテーションを監督するものとする」とされていま 

す。委員会の取組として、ロータリアンにとって永遠のテーマでもあります会員増 

強を第一義として、当クラブに関する情報提供を行って参りたいと考えています。 

皆様方のご理解とご協力をお願い致します。 

 



 

 

◎米山奨学委員会                    木村 克己 会員 

本年度も昨年に引き続き当クラブは蔡 淳安さんをホストさせて頂きます。この 

様な活動が中野会長が掲げる「多様性」への理解を深めると考えますので、公益 

財団法人ロータリー米山記念奨学会の歴史、目的、現状や米山奨学生学友会（関西） 

の活動状況等も踏まえ、カウンセラーの樋口 光平君とも連携しながら 1 年を通じ 

て学び、会員の皆様にその内容をお伝えしたいと考えて居ります。ご協力をよろし 

くお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


