
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累        計 708,000円 

年 間 予 算 2,300,000円 

達 成 率 30.78％ 

 

 

・11/6  インターアクト年次大会 金光八尾中学校・高校 

・11/9  第３回燦々会 帝国ホテル 18:00-20:00 

・11/11 第 17回大東市小中学生弁論大会 

             サーティーホールにて 

・11/18 大阪 RC創立 100周年 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ 3階 16:00～ 

・ 

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 
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OSAKA JAPAN 
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           令和 4 年 10 月 18 日発行   No.2590  2022.10.11 (No.2589) 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（10月 11日分） 

会員数 37名 出席数 23名 欠席者 6名 

特定免除 8名 その他免除 0名 

出席率 79.31％ 

 

前々回 10月 4日分 

会員数 37名 出席数 17名 欠席者 8名 

特定免除 12名 その他免除 0名 

出席率 68％ 

 

後面に記載 

「会員増強 ジレンマ」 

 

佐藤 多加志 会員増強委員長 

 
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   （10月 18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   （10月 25日） 

先週の例会報告 

ニコニコ箱 

 

イマジン ロータリー 

 

これからの電気代に関して～太陽光発電の有効性について 

             東村 正剛 会員 

ゲストスピーカー ㈱LIXIL 瀬田 稔 様 

 

 

 



 

 

                        

 

皆さんこんにちは。本日も例会にご参加いただき誠に有難う 

ございます。今日は米山奨学生のサイジュンアンさんにお越 

しいただいております。米山月間でもあり、本日の卓話をして 

いただきますが宜しくお願い致します。さて、前回の通常例会 

から本日に至るまでロータリー関係では沢山のイベントがご 

ざいました。まず、塩釜東ロータリークラブとの友好クラブ協 

定書の調印に宮城県へ日帰りで訪問致しました。我々が震災復興事業として寄贈 

した「なのはな丸」が今尚、地域の皆様のお役に立っている事を確認する事がで 

きました。社会奉仕の柿木委員長には強行スケジュールに同行いただき誠に有難 

うございました。 

ＷＣＳ・55 周年記念事業としての遊具の贈呈式を北条こども園にて行い、大東市 

から感謝状もいただいております。国際奉仕委員会の間委員長には大変ご苦労を 

お掛けしました。当日ご参加いただきましたメンバーの皆様も有難うございまし 

た。そして 3 年ぶりの開催となった秋の家族会ですが、熊本にて行い、ご参加い 

ただいた皆様との懇親を大いに深める事が出来、楽しく有意義な家族会となりま 

した。親睦活動委員会の森脇委員長はじめメンバーの皆様には企画運営において 

大変ご苦労をお掛けし、心から感謝申し上げます。 

本日は例会の後に 55 周年実行委員会もございます。各担当部門の詰めの作業も 

進んできております。約 2 か月後に迎える周年式典を、より素晴らしい催しに出 

来るよう、皆様と共に協調しながら楽しく創り上げてまいりたいと思っておりま 

す。 

コロナで自粛続きであったところから、本格的に活動が再開できる環境がこのよ 

うに整ってまいりました事に、感謝するところであります。本日の例会も皆様と 

の友情が深まり、有意義な例会となります事を祈念申し上げ本日の会長の時間と 

させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長の時間 
会長 中野 秀一 

 

 

 

 



 

 

 

 

＜理事会報告＞ 

決議事項 

10 月 11 日第 4 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.  弁論大会について                  ・・・・・・承認 

2.  大東 YEG フェスティバルへの協賛について       ・・・・・・承認 

3.  大阪 RC１００周年の祝い金２万円について        ・・・・・・承認 

4.  事務局賃金について    ・・・・・・承認 

5.   カトマンズ西 RC 友好クラブ延長について  ・・・・・・承認 

6.   塩釜東 RC 協定書ホルダー予算について  ・・・・・・承認 

 

報告事項 

 ・創立５５周年事業予算執行のご報告 

・子ども発達支援センター 運動会来場中止について 

 

 

◎ニコニコ箱委員会                   委員長 中崎 諭 

・誕生日 自祝       小川 芳男 君 

・誕生日 自祝        中野 秀一 君 

・誕生日 自祝       中嶋 啓文 君 

・結婚記念日 自祝      大東  弘 君 

・結婚記念日 自祝      中野 秀一 君 

・結婚記念日 自祝      岡井 康弘 君 

・秋の家族会では皆様と親睦を深める事が出来ました。ありがとうごじざいまし 

た。        中野 秀一 君 

・秋の家族会、森脇親睦活動委員長始め、委員会の皆様ありがとうございました。 

中野会長、お土産ありがとうございました。   杉原 巨峰 君 

       ・天高く ロシア・コロナ さようなら    岡本 日出士君 

       ・秋の家族会 欠席お詫び     大西 寛治 君 

       ・秋の家族会 欠席お詫び     藤本 和俊 君 

             ・秋の家族会 欠席お詫び     小川 芳男 君 

    ・中野会長、杉原幹事、森脇委員長、西山キャプテン、お世話になりありがとう 

ございました。      大東  弘 君   

・秋の家族会 欠席お詫び     小林 誉典 君 

・秋の家族会 欠席お詫び     橋本 正幸 君 

委員会報告 

幹事報告 幹事 杉原 巨峰 

 

 

 

 



 

 

・ロータリーコンペでベスグロ優勝しました。ありがとうございます。 

                             田川 和見 君 

・樋本会員、ご配慮ありがとうございました。   佐藤 多加志君 

・秋の家族会、楽しく楽しく過ごさせていただきました。親睦委員会の皆さんご 

苦労さまでした。会長、ありがとうございました。  中嶋 啓文 君 

・熊本家族会、非常に楽しかったです。森脇委員長おつかれ様でした。 

         空門 満也 君 

・会長・幹事・森脇親睦委員長 ありがとうございました 間  紀夫 君 

・家族会、ありがとうございました。森脇親睦委員長、大変お世話になりました。 

         中野 隆二 君 

・森脇委員長、親睦委員会の皆さん、家族会お世話になりました。会長・幹事、 

２週続けてお世話になりました。ありがとうございました。  柿木  篤 君 

       ・家族会、ゴルフコンペ、皆様お世話になりありがとうございました。 

          西山 潤一 君 

       ・中野会長、お土産ありがとうございました。森脇委員長ご設営ご苦労様でした。

            谷中 宗貴 君 

       ・先日は秋の家族会にご参加頂きましてありがとうございました。事故もなく、 

無事に終了する事ができました。       森脇 克弥 君 

       ・会長・幹事、森脇委員長、家族会お世話になりありがとうございました。 

           森田 武雄 君 

       ・秋の家族会 欠席お詫び     岡井 康弘 君 

       ・秋の家族会楽しかったです。皆様ありがとうございました 中野  剛 君 

    ・骨折してから約 1 カ月、皆様の温かいお言葉とお力添え本当にありがとうござ 

いました。心より感謝申し上げます。普通に例会に参加できることに感謝。 

              樋口 光平 君 

 

 

◎ 国際奉仕委員会               間 紀夫 国際奉仕委員長  

令和４年１０月１日（土）、北条こども園の運動 

会に合わせて、遊具並びに感謝状の贈呈式が執 

り行われました。爽やかな秋晴れの中、子どもた 

ちの一生懸命かつ楽しげな声がとても印象的で 

した。こども園には０歳から５歳までの幅広い 

子どもたちが在籍しております。寄贈した遊具 

で、さまざまな年齢の子どもたちが年齢を超え 

て交流しながら楽しく遊んでくれることを願っております。大東ロータリークラ 



 

 

ブは、本年をもちまして創立５５周年を迎えることとなります。国際奉仕委員会 

としましても、創立５５周年記念事業の一環として、また、姉妹クラブである台 

北雙溪扶輪社との共同事業として、大東ロータリークラブが以前から続けてきて 

おりますプロジェクトを引き継ぎ「大東の子どもたちに笑顔をⅢ」と題して、本 

年度４月より新たにこども園として出発することとなりました北条こども園に対 

して遊具（フォレストスライダー）を寄贈させていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

                  中野秀一会長にベネファクターの認証と 

                  ピンバッチが贈られました 

 

 

 

 

 

      米山奨学生の蔡淳安さんに 

      奨学金が手渡されました 

 

 

 



 

 

 

 

「六年間の留学経験を活かしたこと」 

米山奨学生 蔡 淳安 さん 

                                              

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先週の卓話   

             
               
                

                     

    

  

  

  

    

            

            
   

      
          

               
                                        

                  

             
                                               
                              

                              

                              

                                              

                                              
    

                     

                         

      

             

                 
    

                

                   
                
      

                 
                 
    

                      

          

                  
                

                 
              

                   
                   
                  
       

                      

          

                
             

                
                
               
  

                 
                
            

                
             

              

               

                         
                                                           

                                 

               

                        
                         

                            
                            
        



 

 

 

 

 ◎ゴルフ同好会      ゴルフキャプテン 西山 潤一 

令和４年 10 月 5 日（水）、熊本空港カントリークラブにて 2022-23 年度第二回大東 

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。今回は 3 組１0 名の会 

員の皆様にご参加いただき本当に有難うございました。ゴルフキャプテンの段取りの 

悪さがあると思われますが、次回東広野ゴルフ倶楽部でのコンペ皆さまふるってご参 

加よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 年度 国際ロータリー第 2660 地区 地区大会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

今月のお誕生日花は、１０月ということでハロウィン 

月になります。昨今ハロウィンは、秋の行事として経 

済効果にも一役かっております。私共の業界も、ハロ 

ウィン色のあるカボチャや実物を使ったアレンジや装 

飾花が好評であります。本日は、ハロウィンカラーに 

因んだ黄花コスモスにブルーセージでやさしく秋風 

にそよぐイメージでアレンジさせて頂きました。本来 

ハロウィンは、１１月１日にキリスト教の諸聖人に祈 

りを捧げる祝日の前夜祭にあたります。ヨーロッパで 

は、秋の収穫の祝い、先祖の霊をお迎えし、悪霊を追い 

払うお祭りで、古代ケルト人が行っていた祭事に由来します。 

お誕生日おめでとうございます。 

〈花言葉〉 

・黄色コスモス→自然美 

・セージ→尊敬・知恵・家族愛 

 

 

 

２０２２～２０２３年度 
 

社会奉仕委員会 情報集会のお知らせ 
 

      情報集会を下記の通り開催いたします。 

      ご出席の程お願い申し上げます。（夜間例会後） 

日  時 ２０２２年１1月８日（火） １８：００～ 

場  所 まんま家  

会  費   ５,０００円  

 

 

 

10 月のバースデーフラワー 


