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例会場：ホテルセイリュウ  例会：毎週木曜日 12:30～  HP：http://www.higashiosaka-eastrc.jp  

会長：田中 哲男 ／ 幹事：大塚 俊彦 ／ 会報資料担当：梶本 高久 

 

 

■ 初例会と新年会 

於：オ・セイリュウ 

  1月度定例理事会 PM4：30～ 

3Fウニヴェルソ 

初例会 PM6：00～ 

        BFブラジリア 

  新年会 PM6：30～ 

        BFブラジリア 

■ 今日の歌 

「君が代」 

「四つのテスト」 

「1月1日」 

 

■ 例会前 1月度定例理事会 

 

 

■ 1月18日（木） 

会員増強委員会 

卓話 

「下半期の増強活動について」 

吉﨑 広江 君   

 

■ 例会後 第4回クラブ協議会 

 

 

 

 

1月は 

職業奉仕月間 です 

 

 

（12/14）の出席者数：37名（2）名 

（12/17）の出席者数：43名（5）名 

（12/21）12/17振替休会 

（12/28）年末休会 

 

12/ 7 修正出席率：84.62％ 

12/14 修正出席率：80.77％ 

12/17 修正出席率：83.64％ 

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数 

会員：64名（免除14名） 

 12/21 12/28 1/4 

HC出席 振替休会 公休 公休 

MU出席    

修正出席率    
 

 

               田 中 会 長  
年頭のご挨拶 

皆様、新年明けましておめでとうございます。本年も昨年に引き続きまして何卒宜しくお願い申し上げます。 

2017-2018年の年越しの除夜の鐘を、皆様は何処でお聞きになりましたでしょうか？ 

外国でという方もおられるでしょうし、私は地方でとか様々でしょうね。私自身は枚岡神社にお参りをしていた時に

その年越しの瞬間を迎えました。御守護札の交換をして、おみくじも買いました。“末吉”でしたので、あとは中吉・

大吉となる事を楽しみにしております。小雨模様との予報もたいした雨が降らず、参拝者も大勢来られとても活気が

ある枚岡神社でした。我がクラブにおきましては昨年12月14日に年次総会そして12月17日の日曜日にはリーガロ

イヤルホテルにて、移動例会・クリスマス家族会が行われてましたが、本日の2018年1月の初例会までは長いお休み

でした。親睦活動委員会の皆様、本当にご苦労様でございました。 

今年のお正月は、元旦の朝の好天に始まりほぼ晴天が続きました。 

さて、昨年を振り返りますと、まず何よりも3名の方々が12月に新入会していただいた事を私は大変嬉しく思ってお

ります。加えて東輪会ホスト役の年度でもありましたが、会員の皆様の心を一つにしていただいてのご協力があり、

その大役を無事にこなす事が出来ました。本当に有難うございました。 

本日の2018年度初例会よりこれからの6月末迄、後半の日程行事が始まりますが、下記の諸行事の予定におきまし

ては各担当委員会の皆様に大変お世話になります。 

何卒宜しくご準備・ご協力の程をお願い申し上げます。 

・短期青少年交換（タイより）打ち合わせ・決定の件 

・友好クラブ 小田原中ＲＣの来訪予定（3月又は4月）の打ち合わせ・準備の件 

・よろず相談室開催の準備・打ち合わせの件 

・55周年実行委員会の立上げ・準備の件 

・ライラ（2018～2019年度ホスト役）実行委員会の立上げ・準備の件 

・更なる増強目標（2名～7名）に向かっての計画立案 

以上、会員の皆様及び担当委員会の皆様に宜しくご協力をお願い致しまして年頭のご挨拶とさせていただきます。 

創立：昭和40(1965)年3月4日 

来週の例会予定 今 日 の 例 会 

 
先週の出席報告(12/14) 

   

 

会 長 の 時 間 

『ロータリアンとしての優しさを大切にしクラブを愛する心をもとう』 

Club Weekly Report  2017-12-17・2018-1-11合併号 No.2548・2549 

http://www.higashiosaka-eastrc.jp/


新年会のご挨拶 

あらためまして皆様あけましておめでとうございます。 

先程の例会時には、今年度より後半における諸行事等についてお話しをさせていただきましたが、新年会におきまし

ては、おいしい食事・お酒と宴（うたげ）の席が準備されておりますので、私のご挨拶は短めにという事になってお

ります。 

この機会に是非ともお願い致したい事とご確認（再確認）いただきたい事だけを少しお話させていただきます。 

①Rotarians be ambitious！ 

（ロータリアンよ大志を抱こう） 

 先日放映されていた、ユダヤ人（政治経済学者）のハンナ・アーレントさんの言葉を聞いてこの言葉を伝えようと

思いました。“皆さん ロータリアンとして大志を抱きましょう”ハンナ・アーレントいわく「自分の身の回りの事

にしか気を使わないような生き方ではいけない！」世界の為に、人類の為になる奉仕をも考え、生き方をするよう

なロータリアンになりましょう！ 

②世界中200ヵ国と地域に約35,000のＲＣ約120万人の会員、日本国内に2,300ＲＣがあり約9万人の会員が活動し

ており、皆様はその一員である自覚をしっかりと持って下さい。世界中にＲＣネットワークが有り、援助を必要と

している人たちには我々は必ず確実に手を差し伸べる事が出来ます。皆様が一人一人それを可能にする事が出来ま

す。 

皆様の専門職、職業の情報交換を例会で食事等の交流で行い、世界を見渡して大志をもって奉仕の提案・発言をし

て下さい。 

 

 

大 塚 幹 事 
新年明けましておめでとうございます。 

本年もどうぞよろしくお願い致します。 

≪これからの予定≫ 

【１】 1/11（木）1月度定例理事会・規定審議委員会・

初例会・新年会 

【２】 1/18（木）例会後、第4回クラブ協議会 

【３】 1/20（土）第2回クラブ国際奉仕委員長会議 

（斉藤国際奉仕委員長、溝畑次期国際奉仕委

員長出席） 

＜連絡事項＞ 

【１】 本日例会前に、1月度定例理事会を開催致し 

ました。又、例会後この会場にて新年会を開 

催致します。 

【２】 1/18（木）は第4回クラブ協議会です。各委

員会活動について、終了した事業はその成果と反省点

について、計画中の事業についてはその内容をご報告

お願い致します。 

 

 

 

◎社会奉仕委員会           戸田委員長 

昨年12月15日（金）、東消防署ふれあいホールにて枚

岡福祉会のクリスマス会に参加しました。田中会長の

挨拶の後、リハビリマットを寄贈しました。そして例

年通り、サンタやトナカイに扮して利用者の皆様にお

菓子を配って回りました。今年も盛り上がり大変喜ん

でいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹 事 報 告 

委 員 会 報 告 



◆ 2018～19年度理事・役員 ◆ 
 

役   員 理   事 

会長   水上 雅博 会長    水上 雅博 

直前会長 田中 哲男 直前会長  田中 哲男 

会長ｴﾚｸﾄ 大橋 秀典 
会長ｴﾚｸﾄ  大橋 秀典 
（会員組織委員長） 

副会長  斉藤 勝俊 
副会長   斉藤 勝俊 
（クラブ運営委員長） 

幹事   藤本 良男 幹事    藤本 良男 

会計   大塚 俊彦 会計    大塚 俊彦 

ＳＡＡ  吉川  宏 ＳＡＡ    吉川  宏 

 

理事    戸田 尊文 
（副幹事）  

理事    広田  甫 
（職業奉仕委員長）    

理事    西森 昭博 
（社会奉仕委員長）  

理事    溝畑 正信 
（国際奉仕委員長） 

理事    石田  肇 
（青少年奉仕委員長） 
理事    天野 正亮 
（無任所） 

 

新 入 会 員 紹 介 

 

◎木下
きのした

 晴
はる

行
ゆき

会員 昭和45年12月28日 

入会年月日   2017年12月14日 

職 業 分 類  プラスチック着色加工 

事  業  所   （株）ＰＲＤ 

        代表取締役 

        〒579-8064 

        東大阪市池島町4-3-41 

        TEL 072-984-3154 

        FAX 072-987-2013 

自 宅 住 所    〒579-8012 

        東大阪市上石切町1-11-14-1003 

        TEL 072-987-5731 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         「 一月一日 」 

 

年のはじめの  ためしとて 

終わりなき世の めでたさを 

松竹たてて   門ごとに 

祝う今日こそ  楽しけれ 

 

 

第２回ＩＭ（(情報集会)第１班報告 

             リーダー   水谷弘道 

             サブリーダー 溝畑正信 

 

日時：２０１７年１２月４日（月） PM１８：００～ 

場所：オ・セイリュウ 

 

ロータリーの目的 

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕

の理念を奨励し、これを育むことにある。具体的には、

次の各項を奨励することにある： 

 

第 1 知り合いを広めることによって奉仕の機会とす

ること： 

第 2 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はす

べて価値あるものと認識し、社会に奉仕する機

会としてロータリアン各自の職業を高潔なもの

にすること： 

第 3 ロータリアン一人一人が、個人として、また事

業および社会生活において、日々、奉仕の理念

を実践すること： 

第 4 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネット

ワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進

すること。 



出席者：川口淳三、井上家昌、奥林繁一、島 顕侑、

山田隆教、石田 肇、表 康之、田中哲男、溝畑正信

（サブリーダー）、水谷弘道（リーダー） 

 

水谷リーダーが開会にあたって、今回の情報集会は入

会歴の古い人が集まった会になった。テーマは「クラ

ブの今後の活動について」で、クラブ運営を中心にし

た、と挨拶した。 

また、表情報委員長は、まさに今日お集まりの皆さん

は、東大阪東ロータリーを引っ張っている、次世代に

継いで頂きたい、重要な位置と考える、クラブのため

に期待すると述べました。 

田中会長は、今回の班の組み合わせで、出席の重みを

感じる、昔からのクラブの良さをどういう風にすれば

残せるか。また、若い人の考えを耳にするとこれから

のＲＣの在り方をどういう風にしていくか考えて行か

なくてはならない。大阪ネクストＲＣの１０周年に出

席した。近藤雅臣特別代表、井上暎夫特別代表補佐、

吉川謹司特別代表補佐、３人一体で創られた。新しい

ビジョンを近藤ＤＧも持っておられる。これから勉強

してクラブに貢献したい,と挨拶しました。 

 

＊入会当初は会員数30名、当初は突出した奉仕活動が

求められ、一生懸命に努力した時代であった。成長期

であり、いろんな事業に努力して参加した。海外の姉

妹クラブにも行き奉仕活動をして来た。 

＊最近、委員長の人選が困難で、若手の引き受け手が

ない、例会の長期欠席者、クラブの中心となる人が決

まってきている等、重要な問題である。 

＊大阪ネクストRCや、そのほか新世代のRCというも

ののやり方、考え方を今後のロータリーを考えてもら

うため、若者層に考え方、感動を見学してもらいたい。 

＊ロータリーが楽しいとなってもらう仕組みを作って

いかなくてはならない。会長の心構え一つでクラブを

引っ張っていくもの。今の副会長、会長エレクトにあ

る程度研修の必要がある。それがパスト会長の仕事、

これからリーダーになる人の研修をしなければいかん

と思う。他クラブへのメーキャップも良い手段である。 

＊若い人の気持ちがよくわかる、自分が入会した時が

そうだった。彼らの活躍の場を与えられていない、我々

も反省しないといけないところが多くある。 

以前はもっと厳しかった、今は甘い。 

＊私自身は賛助会員の様なもので、余り奉仕活動がで

きていないが、例会だけは出席させてもらっている。

ロータリークラブは素晴らしい団体と思っている、、ブ

ランド力がある、皆で具グレイドアップして、魅力あ

るクラブに。 

＊４０代で入会して４，５年くらいの時に若い人が１

０数人入会した、ちょうど自分が入会した時の状態が

今のような状況かと思う。若い人たちはやる気もあう

のに、なんとなく例会に出にくい、ジレンマがあるの

かと思う。下半期何岡いい方向に持っていけたらと思

う。 

＊クラブフォーラムがほとんど行われていないので会

員の発言の場がない。 

中長期計画委員会に対して検討を要請すべきで、また

この委員会には、会長エレクト、副会長も参加して、

クラブの中長期の有りようを話し合ってほしい。 

＊ロータリークラブで自分の存在感を見つけられるよ

うに、自身での努力も必要。 

＊ロータリークラブでなければ知り合えない、異業種

の人が集まっている、このロータリーライフをエンジ

ョイしよう。 

 

このような意見が出ました。 

  

第２回ＩＭ（(情報集会)第3班・第4班報告 

         第3班リーダー   河村幸司 

         第3班サブリーダー 大塚俊彦 

         第4班リーダー   田原さおり 

         第4班サブリーダー 新井繁太郎 

日時：２０１７年１２月７日（木） PM１８：３０～ 

場所：但馬屋 心斎橋 

出席者：吉川 宏 森本竜一 藤本良男 一由 麻里 

    戸田尊文 井戸田精一 田中哲男 表 康之 

大塚俊彦 新井繁太郎（サブリーダー）、 

田原さおり（リーダー） 

 

入会年度別でこれからのロータリーを考える。 

 

夜例会がもっと多いといい 

 

例会の回数が月四回だと出席しやすい 

 

東大阪東は世代別の隔たりが少なく、クラブとしての

問題点は無い、又は少ない 

 

和気あいあいとした雰囲気は良い 

 

年代別・男女別で差別はない 

 

メーキャップに行くと自クラブの良いところ、欠けて

いるところが理解できる 

 

出席率の評価では限界、質と量も考えたい 

 



新入会員を増やしていかなくてはならない 

多様性を認めていかないといけない 

 

今回のテーマは漠然としすぎている 

 

例会に参加して親睦を深め、若い人にも入ってよかっ

たと思えるロータリークラブをめざしたい 

 

事務局とのコミュニケーションが大事 

 

役は大変だろうけど引き受けてほしい 

 

例会、地区大会にも積極的に参加してほしい 

 

年配と若手の共通の話題が少ないようであるが、もっ

と積極的に話し合う場へ参加すべきである 

 

良いクラブなので自信を持って活動したらいい 

 

3クラブ合同の出前授業に参加して大変勉強になった 

 

皆同じ考えでなくて良い 

 

役になるとクラブが良くなるように変えていきたい 

 

それで失敗してもチャレンジを認めてほしい 

 

異業種職業奉仕について 

 

親睦で楽しくしている内にお互いの仕事を理解して 

それが奉仕につながる 

 

会員が充実感・参画意識、やりがいを持てるクラブ運

営をめざしたい 

 

 

 

東大阪東ロータリークラブ事務局 

〒579-8012 東大阪市上石切町 1-11-12 ホテルセイ

リュウ302号室 

TEL:072-985-0189  FAX:072-985-0577 

E-mail:higashiohrc@air.ocn.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

TEL:072-985-0189


 

 

2017年12月17日（日） 

於：リーガロイヤルホテル大阪 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018年度 クリスマス家族会 


