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■会長：北田宗男 ■幹事：大東雅代 ■会報委員長：長崎弘芳

ＲＩ会長 イアンH.S.ライズリー
2017～2018年度
国際ロータリー・テーマ

ロータリー:変化をもたらす

993

第

回

例

会

平成

四つのテスト
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

29 年 12 月 13 日

クリスマス家族例会
開

会

点

鐘

： 18:00

ロータリーソング ： 「奉仕の理想」
会 長 の 時 間 ： 会
諸

報

告

長

： 出席報告

閉 会 点 鐘
： 18:20
クリスマス家族会 ： 親睦活動委員会

次回（1月10日）のお知らせ

卓話 ： 「年頭所感」 北田宗男会長 ・ 年男 峠 松次会員
12 月

6

日の例会の記録

出 席 報 告
会 員 数
出 席 者 数
欠 席 者 数
出席規定免除者数
出 席 率
11月15日 修正出席率

お知らせ
：
：
：
：
：
：

27
20
3
4
86.95
75.00

名
名
名
名
％
％

95.65 ％
お客様：

米山奨学生ﾌｧﾑﾃｨｰﾄｳﾝ様

今月のお誕生祝
岡市・大和田・長崎

各会員

・12/18(月) IM担当者打合せ
メセナ枚方 第2会議室 15：00～ 池田
・12/20(水) クラブ奉仕・親睦活動 合同委員会
らく楽 17：30～ 会長･クラブ奉仕･親睦活動各委員
・H30/1/7(日) H30年消防出初式
末広公園 10：00～ 北田
・1/12(金) 大東市商工会議所 新年互礼会
市民会館2Ｆキラリエホール 16：00～ 北田
・1/17(水) 第3回会長幹事会
ひらかた仙亭 15：00～17：00 北田・大東
・1/18(木) ＪＣ総会懇親会
太閤園

迎賓館ダイヤモンドホール
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19：00～受付

19：30開会

北田

ニコニコ箱
・社会奉仕半期報告させて頂きます。宜しくお願い致します｡ 森原会員
・半期報告よろしく｡青少年奉仕｡

前田会員

・先日の大東ＲＣ式典懇親会御出席ありがとうございました。 北田会員
・今日は、ゴルフでした｡日焼けで顔が痛いです｡ 荒金会員
・今日、中国で働く為のビザを申請しました。前はいらなかったのに。
・なかなか出席出来ず、すみません。
・寒いですね｡

庵谷会員

住川会員

宮城会員

・スーパームーン美しかったですね！ 青田会員
当 日 計
今期累計額

≪

会長の時間

¥25,000
¥409,000

≫

会長 北田 宗男
先日の大東ロータリークラブ50周年記念式典懇親会に出席された会員の皆様、お
疲れ様でした。大東RCの想いの籠った催しでした。つい客観的に受付や運営を見て、
指示系統に不備や時間的に構成のまとめ切れていない所等が見受けられ、シミュレ
ーションの大切さを改めて実感しました。ある部分は、うちのクラブの方が優れて
いると感じる所もありましたが、流石に総合的には格段の差があるなと感じました。
そしてその日の午前中に大東市立キッズプラザのクリスマス会に、森原委員長と
参加して参りました。150名程度の親子が参加され､劇団のショーを楽しまれており
ました。その中で、以前に寄贈した遊具に対する感謝状を頂き、ついでに当クラブ
の奉仕活動を紹介させて頂きました。参加された保護者の方に多少なりとも理解頂
けたと思います｡又、個人的に荒金会員が､プラレールを寄贈されそのことも報告が
あり大変喜ばれました｡これがロータリーの「Ⅰ serve」であり､根本の奉仕である
と感じました｡ついリップサービスで次年度も何か言うと､大変な拍手喝采を頂きま
した。この事は、申し送りしたいと思います。
昨日と先週の木曜日にゴルフコンペが御座いました。年間40回以上ラウンドしま
すが、例えばアプローチの場合、残り距離をいつも同じクラブを使って打ってしま
いがちになります。回数が増える程成りがちになりますが、その日の天気、気温、
ライ、風向き、ピンの位置、グリーンの速さや傾斜等又、ボールを上げるのか、転
がすのか、落とし場所などによっても違います。そんな色んな条件があるのに、慣
れや疲れてくると同じクラブを使ってしまいます。その時に条件の合ったクラブを
選択する余裕や思考が停止してしまい、毎回同じ結果になりがちであります。しか
しながら、もっと良い結果を望むなら残りの13本のクラブを駆使し、違うアプロー
チを試みるのも、上達の一つだと思います。変えて駄目な事もありますが、変える
事も勇気がいりますが大事な所があると思います。
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[幹事報告]
幹事
大東 雅代
・国際ロータリー第2660地区IM第3組 2017-2018年度ロータリーデー登録申込み並
びに登録料振込みのお願いが届いています｡全会員登録しておりますので､出席お
願い致します。
開催日時
2018年3月10日(土)
午後1時より登録受付
開催場所
メセナ枚方 2F 多目的ホール
・春のRYLAセミナー報告書が届いております。事務局に置いてありますのでご覧く
ださい。
〔委員会報告〕
社会奉仕委員会
2017年12月2日(土)大東市立キッズプラザより感謝状授与

森原委員長

●））先週の卓話（（●

―

半

期

報

告

―

◇クラブ奉仕委員会
委員長代理

長崎

弘芳

1､出席委員長の宮城会員の提案で、例会欠席者に全員にメッセージを添えて、週報
を送ることで、出席率を上げる方向で、行いました！
2､広報、公共イメージ向上委員会の長崎委員長の意見により、今まで例会時や親睦
旅行時の写真撮影などを、事務局に頼ってまいりましたが、本来なら広報の仕事
ですので、行ってまいりました。
◎その他、広報として、週報の見直しをして､1ページ目に今までニコニコのメッセ
ージを入れて来ましたが、会員相互が各委員会の地区での活動日程や会長､幹事､の
行事の出席予定事項など､会員の皆様に､分かりやすくする為と忘れない為に、日程
表を持ってきました。それによりニコニコの報告を2ページ目に持って行きました。
3､プログラム委員長の糸川委員の活動として、年間のスケジュールを北田会長と話
し合いながら決定致しました。
◎今年度は1000回例会という、大きな節目にあたり､2018年2月28日が本当の1000回
目で有りますが､1年の中でとても寒く雪など降ることなどを考慮して､同年4月18日
に1000回例会の祝宴と親睦一泊旅行を兼ねて､100％出席とこの22年間バトンを渡し
て来られた、退会者の方々にもお声を掛け戻って来てもらえる楽しいロータリーク
ラブで有ると、共に気づき上げてきた、当ロータリークラブで有ることを踏まえて、
以前の例会場で有る阪奈ホテルで行うことが、理事会でも承認されました。
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＊1000回例会は､現在の会員が次の2000回例会まで出席することは､ほとんど無理だ
と思われるので生涯一度の節目でもあり､チャターメンバーの方々の､努力も有って
つなげて来たことを、心から感謝する会にしたいと思います。
◇会員組織委員会
委員長

荒金

正之

情報集会を9月13日地区研修委員会委員 井川孝三氏をお招きしてザ・ガーデンオ
リエンタル大阪にて開催しました｡会員増強についてはまだ入会者がいません｡親友
会員獲得に向けてロータリークラブのイメージ向上を図るためポスターの掲示をお
願いします。
◇職業奉仕委員会
委員長
5月13日

職業奉仕

新旧委員長会議出席

住川

奈美

OMMビル9：30～12：00

11月 1日

諸福中学校への出前授業､ご協力頂いた6名の会員方有難うございました。

11月15日

親睦委員と合同で、奈良薬師寺を見学の後、手づくり工房でお香作りや
鹿の角を使ったアクセサリー作りを体験致しました。

◇社会奉仕委員会
委員長

森原

正樹

平素は社会奉仕活動にご協力頂きありがとう御座います。
社会奉仕活動の一環として､大東市民祭りへの参加を予定していましたが､台風の為
中止になり、参加する事が出来なくなりました。
大東市立キッズプラザ、子ども食堂こひつじ、子どもセンターぬっく、への支援
ですが､これらは無事に行う事ができ､社会奉仕月間の時には卓話をして頂きました。
後、薬物防止活動がまだ出来ていないので、残りの半年で行い、当初掲げていた
社会奉仕活動すべてを行いたいと思います。
◇国際奉仕委員会
委員長

田中

正美

本年度の国際奉仕委員会の目標は､会長目標に順じて､米山奨学特別寄付金とＲ財
団の寄付金のお願いと米山奨学生のファムさん(ベトナム国籍)を迎えてのお世話を
カウンセラーの岩本会員が親身になって接して下さっています。
米山､Ｒ財団各委員長の卓話も終わり､会員の皆様にご寄付のお願いをして参りま
した｡米山奨学金につきましては、あと少しで全会員のご協力が得られそうです｡こ
の2つの寄付は年次寄付とは別であくまでも､寄付ですので、委員長のご努力に感謝
致しております次第です。双子クラブについては､当初の計画通り､特別な災害もあ
りませんので活動は致しておりません。
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◇青少年奉仕委員会
委員長

前田

博子

青少年奉仕委員としての最初の奉仕の仕事は､北田会長の協力でこども食堂､野外
活動センター青年部の青少年たちのプロレス観戦。大東市出身のプロレスラーがメ
ンバーの中で活躍されていましたので。
次に秋のライダー阪急エキスポへは､長崎会員の協力で参加して頂き､１１月３日
文化の日に大東市総合文化センターにおいてこどもﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙにて協賛金(５万円)と
かべ新聞 ポスター部こども会ニュースの各部に大東中央ＲＣ賞を授与しました。
◇親睦活動委員会
委員長

岡橋

由佳

１１月１５日に市民会館出発集合で、１９９８年に世界遺産に登録された奈良の
薬師寺に行きました。
１世紀ぶりの解体修理が進められている国宝、東塔の内部の工事の様子を村上管
主様のお話を聞きながら見せて頂き、奈良時代（B.C730頃）の文化を体感すること
ができました。また､平成１７年に再建工事が完了した食堂で､故平山郁夫先生作の
「阿弥陀三尊浄土図」などの壁画を鑑賞しました。
◇Ｓ.Ａ.Ａ
庵谷

和宏

今年度､S.A.Aを務めさせて頂く事になりました｡当初は､休まずに出席さえすれば
何とか任務を果たす事が出来るのかなとそんなに深く考えずにお引き受けさせて頂
きました｡しかし､実際に内容を確認し､やるべき事を教えて貰えば貰う程､立場とや
るべき事などその重責を改めて知る事となりました。まだまだ一部しか理解してい
ないとは思いますが､先ずは､決められた時間内で､楽しい雰囲気の中､皆様から活発
なご意見が発表されるような例会になる事を心掛け、次回の例会に来るのが楽しみ
になるよう精一杯務めさせて頂きます。今後とも皆様のご指導とご協力を賜ります
ようよろしくお願い致します。
◇幹事
大東 雅代
今期は幹事という大役を賜わりまして、ようやく半年が過ぎようとしています。
入会して間もない私が、何事もなく無事にここまでこれましたのも、北田会長をは
じめ各理事・役員の皆様、会員の皆様のご協力のお陰でございます。この場をお借
りしまして御礼を申し上げたいと思います。
幹事の責務でありますクラブ運営も、皆様のご尽力とご協力のお陰でつつがなく
運んでおります。後半にはロータリーデイと1000回記念例会がございます。
あと残り半年ですが､もう一度期初の気持ちに戻り､反省しつつ､気を引き締めて職
務に邁進していきたいと思っております｡残り半期もご協力を宜しくお願い致します。
Daito Chuo Osaka Japan
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◇会長
北田

宗男

本年度は、新しい会員の方を理事役員に多く登用いたしました。これで全会員が
理事役員経験者となり、次年度以降より良いクラブ運営ができる礎と、新しく物事
を創造し貢献できる奉仕活動を本年度は築いていく方針で始めさせて頂きました。
先程頼からの委員長報告で前期を締めさせて頂きますが、多彩な奉仕事業を開催し
て頂き感謝いたします。例会に於いても、修正出席率ではありますが100％を2回達
成させて頂きました。会員の皆様方に感謝いたします｡有難うございました｡目標で
ある創造的な部分を後期にも発揮して頂き､クラブ奉仕､親睦両委員会には、1000回
例会関連の事業を､社会奉仕委員会では､薬物乱用防止関連を、青少年奉仕では地域
関連を､国際奉仕では2年後に降りてくる地区補助金事業の補助金率を出来るだけ50%
に近づけるよう、平均160ドルをお願い致します。
会員組織委員会では、2名の増強をお願い致します。ガバナー､ガバナー補佐から
は、奉仕事業はお褒め頂きましたが、研修は物足りないとご指摘を受けました。そ
れを踏まえ後半にそして次年度に反映し事業展開をして行きたいと考えて居ります。
宜しくお願い致します。
米山奨学金授与

お誕生日おめでとうございます。

年次総会にて次年度理事役員が決定しました。
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