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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 

 

 

■ 卓話 

退任挨拶 

    会長 田中 哲男 君 

    幹事 大塚 俊彦 君 

 

 

■ 今日の歌 

「われら日本のロータリアン」 

    

 

 

 

 

 

 

■ 7月5日（木） 

就任挨拶 

      会長 水上 雅博 君 

    幹事 藤本 良男 君 

  入会式 

 

■ 例会後 7月度定例理事会 

 

 

 

6月は 

ロータリー親睦活動月間です 

    

 

 

先週（6/21）の出席者数：36名（3）名 

 

 

        

6/21 ＨＣ出席率：70.59％ 

 

 

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数 

会員：62名（免除14名） 

 5/31 6/7 6/14 

HC出席 31(1)名 35(4)名 36(2)名 

MU出席 8(0)名 4(0)名 3(1)名 

修正出席率 79.59％ 75.00％ 76.47％ 
 

 

               田 中 会 長  

本日6/28（木）は、2017-2018年度の最終例会日であります。毎週どんな事を書こうかなと悩んでおりましたが、

週報は出席免除者の方々や事情が有ってどうしても出席が出来ない会員の皆様に必ずお渡し致しておりますので、我

がクラブ／地区での各委員会の動向等々を知っていただけるように、その寄稿内容を考えて作成すべきだと当初より

方針を立てておりました。 

本日は、何か一つでもロータリーから学んだ言葉をこの会長の時間に残しておきたいと考えまして、下記の有名な言

葉についてお話したいと思います。 

「ＥＮＴＥＲ ＴＯ ＬＥＡＲＮ，ＧＯ ＦＯＲＴＨ ＴＯ ＳＥＲＶＥ. 

   入りて学び、出でて奉仕せよ。」 

会員の皆様は選ばれた職業人であり、ロータリークラブに入会されておられます。基本的に1週に1回の例会に皆様

が集い、職業上の発想／情報の交換を通じて相互の職業経験・知識を分かち合い、学び合い、自己の事業についての

改善につなげてその日常の事業の活動に役立てておられると思います。例会に参加してお互いに学び合う、その結果

として奉仕の心が生まれ育って行く訳ですが、本当はそれらの一連の流れと皆での活動が「親睦」と呼ばれているロ

ータリアンのキーワードの意味であります。そして、例会参加と会員同志の友愛から生まれる「奉仕」の心を、皆様

が職場・家庭・地域社会（国際社会）に反映され、又クラブでの奉仕活動を行われる原点にされていると思います。

私自身がこの一年間、会長を務めさせていただき、皆様との活動をさせていただき「学ぶ」事が出来ました。 

一年間、皆様大変お世話になりました！有難うございました！ 
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先週の出席報告(6/21) 

   

 

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』 
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田中（哲）会長 

東大阪東ロータリークラブ2017-18年度は、2017年

7月6日（木）の初例会にてスタートし、本日2018年

6月28日（木）に最終例会を迎える事となりました。 

この一年間、会員の皆様のご支援ご協力をいただき、

そして皆様に支えられながら何とかやっとの事で会長

の役割を果たす事が出来ました。皆様本当に有難うご

ざいました、心より深く御礼を申し上げたいと思いま

す。 

そして何よりもまずは大塚幹事の素晴らしいサポート

に心より御礼を申し上げたいと思います。指名委員会

にて私自身がご指名いただきました当初、すぐに大塚

会員に幹事をお願いしお受け頂いてからずっと今日ま

で一緒に頑張っていただきました。 

事務局の岡本さんと泉さんには、大変ご苦労をおかけ

し無理・難題をお願いばかりしておりました。 

一年間ご尽力いただき本当に有難うございました。 

役員（7名）理事（13名）そして各委員会の皆様方に

は基本的に毎月一度の理事会へのご出席、各種議案に

ついての討議承認そして各委員会にては予定行事の計

画についての立案から実行・最終報告にいたるまでの

打ち合わせ等、限られたこの紙面上では書き尽くせな

い程のご協力ご支援を頂いた事に心より御礼を申し上

げたいと思います。 

今年度（2017-2018）特に今迄とは少し違ったやり方

を致しましたのは、片山勉ガバナー公式訪問時におけ

る我がクラブの対応ではなかったでしょうか？ 

通常ガバナーご来訪時は一方的な講演をされるだけの

パターンですが、今回例会場にて委員会委員長より質

問を直接させていただき、会話形式にてガバナーより

その場でご解答をしていただけた事です。例会後、片

山ガバナーより大変ご好評をいただき、この形式を初

めて試して本当に良かったと思いました。 

本年は東輪会のホスト担当クラブでもありましたので

大変でした。その立案から準備・実行に至るまで、北

川実行委員長をはじめ各ご担当準備委員会の皆様、大

変お世話になりました。 

お陰さまで無事・立派に東輪会を行う事が出来ました。

先日はその収支報告を終えましたし、6月 22日（金）

に行われたＩＭ4 組の新旧合同懇親会のテーブルにて

東輪会のクラブの皆様と楽しい会話で大変盛り上がっ

た事をここにご報告させていただきます。 

締めくくりになりますが、まさに有名な言葉通り「入

りて学び、出でて奉仕せよ」という意味をこの度、こ

の一年間で体得する事が出来たと思っております。 

ロータリアンとしての大切な基本としてもう二点強く

感じた事がありました。「感動と誇り」であります。世

界のロータリーの一員である誇りと奉仕活動をさせて

いただいて心にしみこむ感動です。 

次年度私は直前会長という立場になりますが、水上新

会長・藤本新幹事にエールを送るとともに、微力では

ありますが、理事の一員として引き続きご協力をさせ

ていただきたいと思います。 

会員の皆様、この一年間ご支援・ご協力を頂き誠に有

難うございました。 

皆様に心より深く御礼を申し上げます。 

 

 

 

大 塚 幹 事 

本年度最終の幹事報告となりました。一年間、ご指導、

ご協力有難うございました。 

≪これからの予定≫ 

【１】 7/5（木）例会後、7月度定例理事会 

＜連絡事項＞ 

【１】 7/5（木）午後6時30分よりオ・セイリュウ

に於きまして新旧合同会長・幹事歓送迎会を

開催致します。多数のご出席よろしくお願い

致します。 

 

 

 

大塚幹事 

幹事退任にあたり、クラブ会員の皆様、各委員会委

員長、理事会の皆様、そして事務局の皆様に1年間ご

協力いただきましたこと厚く御礼申し上げます。 

2016-2017 年芳田年度の河村幹事の副幹事として幹事

の修行をしてまいりました。  

その時点ではあまりその任務につきましては深く考え

ておりませんでした。 

いざ幹事になりますとその役目の重要さ、多忙さを実

感した次第です。 

しかしながら、田中会長のクラブへの思いが強く感じ

られたことが、幹事として何とかお手伝いできないか

との思いで、1年間を乗り切ったと思っております。 

田中会長には組織作りから始まりクラブ運営のあり方

など新しいアイデアを次々と出して頂き、幹事として

その方針をいかに進めて行くかいろいろ苦心してまい

りました。 

100％うまくできたかはわかりません。反省することも

多々あったかと思います。 

本当に、今年度は様々な楽しいこと、悲しいことが起

きた波乱万丈な1年間ではなかったかと思う次第です。 

クラブ運営では、各委員長様が自主的に活動をされま

幹 事 報 告 

会 長 退 任 の ご 挨 拶 

幹 事 退 任 の ご 挨 拶 



したので、幹事としては楽であったのではないかと思

っております。 

そして、幹事として、様々な奉仕活動に参加させてい

ただき、奉仕活動の楽しさを実感し、勉強させて頂き

ました。 

最後に、幹事という重職を頂きましたことは私にとっ

て大きな経験となりました。 

この機会を与えていただきましたこと、改めましてク

ラブの皆様に感謝申し上げるとともに、 

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

◎職業奉仕委員会           吉川委員長 

大阪府立たまがわ高等支援学校 職場見学 

 

ミエ産業(株)          森  裕一会員 

職業奉仕活動の一環として毎年実施しております、大

阪府立たまがわ高等支援学校1年生の職場見学を下記

の通り行いました。 

見学日  6月19日（火）午後1時～3時 

場 所  ミエ産業(株)本社物流センター（東大阪菱

江 森事業所） 

見学者  たまがわ高等支援学校1年4組 生徒・職

員 約20名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広栄(株)            広田  甫会員 

見学日  6月19日（火）・6月21日（木） 

     午後1時～2時 

場 所  広栄(株) 

見学者  たまがわ高等支援学校 生徒11名・引率教

員3名 

見学内容 ①2階事務所の大会議室で講話+会社案内

ＤＶＤ鑑賞（15分） 

     ②2階事務所見学（営業事務課・仕入課・

経理課）（5分）・各課の業務内容の紹介 

     ③1階倉庫見学（常温倉庫・冷蔵・冷凍庫）

（30分）・商品の保管方法、取扱い商品、 

  規格、使用方法の説明 

     ④大会議室で見学後の質疑応答（10分） 

報 告   実際の商品を見て触る事が生徒達にとっ

てとても有意義なものになりました。ま

たフォークリフトに乗っている様子や実

際に働いている姿を見ることで生徒達も

働くイメージも持ちやすいと思います。

また、実際に取引がある飲食店様の話は

生徒、教員の方々にも私達の仕事に対し

て親近感を持って頂けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 会 報 告 



トロント国際大会報告 第1弾 

 

大橋 秀典 

溝畑さんと斉藤さんは飛行機の都合で、モントリオー

ルには来ませんでした。 

よって私はケベック迄は気楽な一人旅でした。 

会えたのは、ケベック二日目の朝でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


