Daito Chuo Osaka Japan

第2660地区

大東中央ロータリークラブ

＊事務所

＊例

会

〒574-0046

毎週水曜日

大東市赤井1-2-10-4Ｆ

大東市立市民会館

TEL：072-872-6349

〒574-0076 大東市曙町4-6

FAX：072-872-6552

TEL：072-871-0001

E-mail： dc-rc@eagle.ocn.ne.jp

FAX：072-871-0004

18：30～19：30

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞhttp://www.dcrc31477.com/
■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

第 1001 回
開

会

点

鐘

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

30 年 3 月 7 日

： 18:30

ロータリーソング ： 「奉仕の理想」
来

客

紹

介

： 親睦活動委員長

会 長 の 時 間 ： 会
諸
卓
閉

報
会

点

長

告
話

： 幹事、各委員長、出席報告、ニコニコ箱
： 「 戦略的目標と実績 ＆ マイ ロータリー 登録 」 池田

鐘

： 19:30

文治

次週のお知らせ

卓話 ： 「
2

月 28 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
2月7日 修正出席率

」 北田 宗男
お知らせ

：
：
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：
：
：
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名
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％

・3/10（土） ＩＭロータリーデー
メセナ枚方 2Ｆ 多目的ﾎｰﾙ 登録13：00 開会13：30
・3/17(土) クラブ戦略計画委員長会議 北田
大阪市中央区民センター 10：30～12：00
・3/18(日)大東市こども会育成連絡協議会総会 北田･前田･岩本

キラリエホール

表彰式典14：30～

懇親会16：00～

・4/7(土) 地区研修協議会（ホスト大阪南）

86.95 ％

各理事役員

大阪国際会議場10Ｆ 1003 12：30～17：30
・4/28(土)～30(日)春のライラ ホスト八尾RC 前田
1日目関西大学高槻ｷｬﾝﾊﾟｽ･2日目関西大学堺ｷｬﾝﾊﾟｽ･3日目高槻ｷｬﾝﾊﾟｽ

・5/12(土)フレッシュロータリアン研修交流会
守口アゴーラホテル PM5：00～
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ニコニコ箱
・欠席ばかりで申し訳ありません。本日の卓話よろしくお願いたします。伊泊会員
・1000回迄続けられました事に感謝します。

糸川会員

・1000回例会おめでとうございます。これからもよろしく。岩本会員
・今日は小生のつたない話しをお聞きください。
・長崎会員を偲んで…大変残念です。和気会員

西垣会員
・思い出話し。和気会員

・1000回例会おめでとうございます。会員の皆様ありがとうございます。北田会員
・1000回例会おめでとうございます。荒金・池田
・1000回例会すばらしいです‼

両会員

白川会員

・チャーターメンバーの皆様ありがとう存じます。

青田会員

・遅刻のお詫び。1000回例会皆様おめでとうございます。

庵谷会員

・伊泊･糸川･岩本･西垣･大和田･和気各会員卓話よろしくお願いします｡大東会員
・風が強くなりそうです。

宮城会員

・例会欠席のお詫び。
当 日 計
今期累計額

≪

会長の時間

前田会員
¥33,000
¥650,000

≫

会長
北田 宗男
皆様こんばんは、先週の長崎弘芳会員追悼例会では、皆様に其々思い出話をして
頂きお別れをさせて頂きましたけれど今日この場所に来る時に、駐車場に銀色のボ
ルボや赤いロードスターがあるような気がしてなりません。本当に突然の別れに信
じられない想いで一杯です。本当にご冥福をお祈り致します。
そんな辛い事がありながらも、昨日は久しぶりにゴルフの練習に行ってきました。
知り合いの中学生の息子さんを誘って打ちっ放しをしました。傍から見ると、親子
に見えていたでしょうし、自分自身が疑似親子体験をさせて頂き、今更遅いのです
が子供作っといたらなと思いました。育てるのは本当に大変だとは思いますが、一
緒にいるだけで元気や刺激を貰い、湧いてくる様に感じました。クラブでも新しい
方が入られて元気や刺激になる事もございます。それらを頂けるよう、新会員の入
会のご協力をお願い致します。
さて本日は、大東中央ロータリークラブの1000回目の例会でございます。柿木初
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代会長より脈々と続き、今回は一区切りという事で歴代の会長幹事様や会員様に敬
意を表する気持ちで御座います。まだまだこれから、続いて参りますが次の2000回
までまた26年程度掛かる訳ですから、多分その時に残っている方がどれくらいいら
っしゃるかなと考えると、まず居ないかなと思います。そんな区切りの時を経験さ
せていただくのも、光栄かなと思います。本日はチャーターメンバーの皆様に、ク
ラブ創成期の苦労話やエピソード等をお話し頂き、それを基にこれからのクラブ運
営に反映できるヒントを頂きたいと思います。宜しくお願いいたします。

[幹事報告]

幹事

大東

雅代

2017～2018年度 2月度臨時理事会 議事録
臨時理事会報告 2月21日(水)例会前 大東市民会館4F 401号
(森原、大東、池田、庵谷、荒金、岡橋、田中、北田)
・本日の例会は、卓話の時間を変更し「長崎会員を偲ぶ会」を行う事を承認。
[幹事報告]
・平成29年度 大和川・石川クリーン作戦の案内が届いています。
日時

2018年3月4日(日)雨天中止

場所
内容

大和川、石川とその支川
大和川、石川流域等での清掃活動

〔委員会報告〕
次年度社会奉仕委員会
庵谷委員長
2月28日(水)の例会では､あまりに簡単な報告でしたので､補足を付け加えております。
2月17日(土)10時から12時まで､谷町6丁目にある大阪府社会福祉士センターにて
国際ロータリー第２６６０地区の第２回クラブ社会奉仕委員長会議があり､次年度に
社会奉仕委員長を努めさせて頂く予定の庵谷が出席させて頂きました。
片山ガバナーの挨拶から始まり、委員長として先日大東中央ロータリーの例会にも
出席して下さった望田成彦地区社会奉仕委員会委員長の挨拶へと続きました。
本題に入りまして、【地区補助金申請に関するセミナー】として、財団委員会の
補助金小委員会の今西良助委員長と資金管理小委員会の嘉納治朗右衛門委員長から
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基本的なリールから色々な事例について説明がありました。
続いて､告知として【第66回

全国ろうあ者大会in大阪】の紹介および内容の説明

が公益社団法人大阪聴力障害者協会の方々からなされました。
本大会は､大阪では45年ぶりの開催との事であり､､6月7日(木)から10日(日)にかけて
大阪労働センター･新阪急ホテル･大阪城ホールで開催され､約4,500人が参加予定で
予算総額も案として5,000万円を超える規模との事です。
本大会開催要綱や歴史について紹介した冊子と、協賛広告掲載及び寄付金のお願い
と申込み書を頂きました。（寄付金は、企業・団体用と、個人用があります。）
また､【子どもの貧困対策について】と大阪府福祉子ども室子育て支援課の方々よ
り､日本では、17歳以下の子どもも7人に1人が貧困状態です。との切り口で現状の説
明がなされ､貧困の連鎖として将来的には､大きな社会的損失を招く｡との話しがなさ
れました｡これを防止するための、経済界や民間団体(NPO等)の取り組みが紹介され､
子ども食堂やﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟ・ｸﾘｽﾏｽなどの各種イベントなどの活動が紹介されました。
また、大阪府内219ヵ所の子ども食堂の住所が記載された冊子を頂きました。
最後に講演として､【大阪府における薬物乱用防止の現状について】の議題で
大阪府健康医療部薬務課 麻薬･毒劇物グループの砂川奈芳子様より説明がなされま
した。内容は､大麻を中心に､違法ドラッグ･麻薬･劇毒物などの乱用が若者に広がっ
ている｡平成27年から平成28年にかけて､大阪府内の検挙者数が18人から36人に倍増
化しており、第2660地区が､構成労働省 麻薬取締部と､京都大学大学院 薬学研究所
の取材協力の下､【若者の未来を守るために違法薬物の撲滅を目指して】とのDVD
を作成してくれた｡その場で上映して頂けたのですが､誰が見ても事の重大さや恐ろ
しさがはっきりとわかる内容で非常にインパクトのあるものでした。
第2660地区から各教育委員会に進呈され､学校側においても､その主旨を理解され、
必要に応じて上映されているとの事で、誠にありがたい事だと御礼を述べられてい
ました。
最後に､ＰＲとして第2地区献血のご案内が、地区のローターアクトからありました。
上記の様に、内容が盛りだくさんでしたので、多少時間が過ぎてしまいましたが、
ガバナーエレクトの山本博史様の講評を頂き、閉会となりました。
各ご紹介および協賛広告掲載･寄付金については､現社会福祉委員会に相談致します。
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●））先週の卓話（（●

「

思 い 出 話 し

」

チャーターメンバー

伊泊

規子

会員

1996年（平成８年）大東ロータリークラブのスポンサークラブでチャーターメン
バー40名で作られた大東中央ロータリークラブは例会場大東市民会館よりホテル阪
奈、そして大東市民会館へと移動し、現在に至っておりますが、大東市のＴ女央が
入会されたのに当時のＫ会員がが出席日数のことで悪口を云いすぐさまＴ女央が退
会となりました｡これが腐ったリンゴ事件です｡あのままずっとＴ女央が会員で居ら
れたら､このクラブも又色々と変化していたかもしれません｡誠に残念に思います。
住道駅前で眼科開院をされていた西田富美先生が突然亡くなられ(1998.1.31物故
会員)先生の代わりに私に会長指名が回って参りました｡幹事の経験もないまま何も
素晴らしい先生でした。
東日本大震災からまもなく7年目､津波で児童74名教職員10名が犠牲になった宮城
県石巻市の大川小学校へ支援金等を携えて震災復興支援に伺ったのが１番の思い出
となっています｡あの大川小学校もこの春､閉校になるとの事。色々想い出があるロ
ータリクラブですが、今にしておもいますと、このクラブでの20余年が私の人生に
とってかけがえのない宝物の様な日々だったと思います。

糸川

千惠子

会員

１０００回迄続けられました事に感謝します。
Daito Chuo Osaka Japan
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岩本

静江

会員

千回例会に寄せて
1000回例会おめでとうございます。思えば今日を迎える事が出来ましたのも多く
の会員の皆様のロータリーに対する友愛の賜物と存じます。
平成8年3月14日の設立総会･平成9年2月26日チャーターナイト(国際ロータリー加盟
認証状伝達式)から始まり設立5周年･台湾台中･南門ロータリークラブとの姉妹クラ
ブ締結・設立10周年記念式典・15周年・20周年記念式典と時系列に挙げてみました。
私はその中で台中南門ロータリークラブとの姉妹締結の話をさせて頂きます。
我がクラブは5周年を無事終え､私は幹事を仰せつかっておりました、次なるステッ
プとして海外との姉妹又は友好クラブを持ちたい、そして友情と奉仕の精神を発揮
できる事業をと、多くの会員の要望がありました。
幸いにも初代会長の柿木清司様のご縁で中山医学院 蘇國雄教授の仲介により「台
中南門ロータリークラブ」と姉妹締結をすることになりました。
当時の国際奉仕委員長の樋口光弘様の大いなる手腕によるところ大でした。
平成14年4月11日～14日 台中南門RC訪問 締結下準備 13名参加
平成14年5月9日～12日 台中南門RCとの姉妹クラブ締結調印式及び
歓迎会 15名来訪
平成16年11月14日

台中南門RC

創立10周年記念式典出席

平成18年4月23日

大東中央RC

創立10周年記念式典

10名参加

来訪

48名

創立10周年記念合同家族旅行
～立山黒部アルペンルートと北陸・信州・大阪の旅～ 58名参加
姉妹クラブ締結の見直しについて
*

訪問は5周年10周年などの周年の時とする

*

費用についてはそれぞれが持つ

*

姉妹クラブから双子クラブに変更

平成22年11月14日～16日

台中南門RC創立15周年記念式典出席

平成24年5月23日

国際奉仕活動（WCS活動）

台中南門RCよりの提唱プロジェクト参加

12名参加

贈呈式に田中会員と参加

内容
プロジェクト名
ジョウメイ小学校に｢未来教室：デジタル照明･ジョウメイ｣を作る支援プロジェクト
1,000ドル拠出で26,500ドルの事業
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平成28年5月14日 大東中央ＲＣ創立20周年記念式典 台中南門RC来訪 18名
チャーターメンバーとして22年､毎週例会に出席し､クラブの皆様と語り合い共に
食事をする。この事の重大さをつくづくと噛み締めております。
家族は別として、独立した子供たち､学生時代の友人など､年に数回会えば良しとす
るところです｡ロータリーのメンバーとは毎週一度会う｡この事の繰り返しがいつし
か固い絆となって来たのだと思います。何かあれば我がことの様に心配し、相談に
乗ってくれます。こころ強い友人達です。
この間､幹事・会長・各委員長と､その上ガバナー補佐までもさせていただき有難く
思っております。
ロータリーに入ってよかった。ロータリーの皆様ありがとう。
・・・人間は受けるだけでなく他者に与えてこそ初めて人間になり、
満たされ幸福を実感する・・・

西垣

文雄

会員

当クラブは1996年3月14日､市民会館にて40名のチャーターメンバーにて創立総会が
おこなわれました。設立には熊沢忠躬ガバナーのもと大東ＲＣの大川進一郎・池田
実氏によるものです。
1000回例会に当たりこの間を振り返り私の記憶に残るいくつかの思い出話をさせ
て頂き何かのご参考になればと思います。
1997年帝国ホテルでのチャーターナイトはロータリーの格式とロータリアンならで
はの和やかな式典で今も思いで深く残っています。
2001～2003年市川会長の時、国際奉仕委員長樋口光弘氏の働きにより台中南門RC
と姉妹提携することができお互いの交流が始まるのですが、中でも雪の宇奈月温泉
～立山旅行は一緒に温泉に入り雪景色を眺め､宴会での風の盆歌の演奏と舞､全員に
よる総踊りと一気に両クラブの絆が深まりました。
翌年私は会長を務めましたが、先日の長崎さんの追悼でも言いましたが週報が自
前で出来るようになりクラブの収支改善が出来るようになりました。
その時のＲＩ会長はビチャイ・ラクタルさんでしたがその後私がガバナー補佐をさ
せて頂いた時､ＲＩ会長代理で地区大会に来日され､ご挨拶と写真も一緒に撮って頂
く幸運を得ました。

Daito Chuo Osaka Japan
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その年のテーマは｢ロータリーの未来はあなたの手の中に｣でしたが、ビチャイさん
がロータリアンになられた時の体験談があります「義理でロータリーに入り、ある
時頼まれて代理で親のない子供たちを遊びに連れて行った時の事です、別れ際に“
おじさん､僕のお父さんだったらいいのになあ”とつぶやかれた時､目に涙しロータ
リアンを感じた」と述べておられます。要は体験・体得をしてロータリーを理解し
ようということです。
ガバナーの大谷透氏は､ロータリーの中核的価値観として“奉仕､交友､誠実､高潔、
多様性、寛容、リーダーシップ”を掲げロータリーの目的を各クラブに問い掛けら
れました、そうしてどうぞ“ロータリーを身に着けて下さい”ということした。
私にとってもロータリーをしっかり勉強させられ且つ多くの方々との交友を得、掛
け替えのない一年でした｡また公共的イメージの向上を図る目的で､ガバナー補佐八
人がラジオ大阪の番組で週替わりにインタビューを受け放送されました。この八人
は今も“ほされ会”として大谷パストガバナー共々年に数回の食事会をしています。
次に大垣加代子さんを財団の奨学生に推薦したことがご縁で､サンクトベルグ､モ
スクワへ家内と娘とで一緒に行く機会を得たこと､メンバーの方々とバンコク､リス
ボンの国際大会に参加したことも通常では味わえない有意義な旅をさせて頂き懐か
しい思い出です。
東日本大震災の奉仕活動は皆様よくご存知のことですが、皆が心を合わせ多くの
活動が出来たことも掛け替えのないことでした。
このように私のロータリーライフは色々な体験からも多くのを学び、楽しむことが
出来ました。会員の皆さんどうぞロータリーに積極的にご参加いただき充実したロ
ータリーライフをお過ごしいただき豊かな人生を味わって頂きたく思います。

和気

英夫

会員

大川社長のご紹介で、“入りなさい”というので、どういう会か聞いたら、
“行ったらわかるよ”と､参加してみたら､素晴らしい皆さんと出会うことが出来ま
した｡何も知らずに､皆さんとゼロからの出発に参加出来た事はとても光栄です。そ
して、３代目会長をさせて頂き､皆さんの助けがあって､乗り切ったとおもいます。
ベテランの方々がいらして、恥ずかしいばかりです。
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大和田

雅江

会員

～チャーターメンバーとして～
私の会長としての在任期間は2011年7月～2012年6月。2011年3月11日2時46分に東
日本大震災Ｍ9.0激震

大津波が発生し日本中が騒然となりました。

ロータリー2660地区では、全てのロータリー活動に自粛が発令されました。
翌年、大東中央ロータリークラブと大阪産業大学協同で大東市サーティホールに
て“東日本大震災チャリティコンサート

絆”を開催し、約1200人の入場者で会場

を埋め尽くし集まった皆様と黙とうをささげました。
10日間あまりの取り組みの中､チケット・ちらし・ポスターの作成、525枚のチケ
ットを販売しました。
我ロータリークラブ会員14名で現地に一泊し石巻ロータリークラブを訪問、支援
金を渡しました。
〇石巻ロータリークラブには100万円
〇大船渡中赤崎小網の漁師交流センターに15万円
〇女川町“つながる図書館”に710冊図書とパソコンを寄贈
〇女川保育園には昼寝用布団カバー収納台を2台、給食用ガステーブル
また、地区補助金213,850円を頂きました。
私にとっては会長として、又チャーターメンバーとして大きな教訓を貰ったよう
に思います。
以上報告とします。

Daito Chuo Osaka Japan
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