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『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』
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
今 日 の 例 会
■ 卓話
「日々雑感」
戸田 尊文 君

■ 今日の歌
「われら日本のロータリアン」
ピアノ 岩島 佳子 先生

来週の例会予定

先週の出席報告(11/16)

■ 12 月 7 日（木）
先週（11/23）休会
卓話
（11/16）の出席者数：30 名（2）名
「脳卒中 ～頚動脈狭窄症とそ ｹﾞｽﾄ 1 名：米山奨学生 施 志宇 君
の治療～」
医療法人藤井会
11/16 ＨＣ出席率：61.22％
石切生喜病院 脳神経外科
副部長 永田
崇 先生
※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数

■ 例会前 12 月度定例理事会
11 月は
ロータリー財団月間 です

会員：61 名（免除 14 名）
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田 中 会 長
先週の 11 月 23 日は、ずばり祝日（勤労感謝の日）
、の木曜日の為に休会でありました。そして、本日は 11 月 30
日で今月の最終日です。あっと言う間に今年度も丸 5 ヶ月が過ぎました。7 月に始まり暑い暑いと言っていたのが嘘
のようで、明日からは霜月から師走にはいります。9 月の家族会で行った高野山にはすでに 10ｃｍ積雪があったと報
道されておりました。
ところで、
“勤労感謝”と云う言葉を書いて、最近のＩＴ化やＡＩ（人工知能）活用のスピードが昨今の労働環境を
大きく変化させている事を、ふと思い出しました。この一週間の間にも、日本の超大手銀行が数千人規模の正社員を
削減すると発表しました。もともと 1993 年以降のバブル崩壊後、そして米国のリーマンショックと云われる金融危機
があった時にも支店の統廃合や人員削減がひんぱんに行われていたのは記憶に新しいところです。数多くの銀行窓口
担当者は、その業務をＡＴＭにとって代えられましたし、超低金利時代が長く続き、本来の銀行業務では、利益が出
なくなったようです。
ロータリーの金看板は勿論“職業奉仕”である事には、これからも変わりは無いと確信しておりますが、職業の内容・
業務はこれからの世の中どんどんと変化して行くに違いないと思います。
今年度の注目ワード“ＡＩ”人工知能については注視が必要であり、どの分野の職業に於いても上手に活用していく
べきであると考えますが、逆説的には、やはり”人”の力、判断、心がより大切になると強く思います。
ロータリー奉仕活動の原点である人々、すなわち会員の皆様の存在がより重要なものになってくるでしょう。
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

幹事報告
大 塚 幹 事
≪これからの予定≫
【１】 本日例会前、第 4 回指名委員会
【２】 12/7（木）例会前、12 月度定例理事会
【３】 12/14（木）例会後、年次総会
【４】 12/15（金）枚岡福祉会クリスマス会
【５】 12/16（土）第 2 回派遣候補生オリエンテーシ
ョンおよび ROTEX 主催クリスマスパーティー
＜連絡事項＞
【１】 12/17（日）リーガロイヤルホテル大阪に於き
まして、移動例会とクリスマス家族会です。
ご家族お揃いで多数のご出席を宜しくお願い
致します。
委員会報告
◎ロータリー財団委員会
井上委員長
この度、岡田会員にご協力いただきました。有難うご
ざいました。本日までレートは 114 円、12 月より 112
円
です。皆様のご協力をよろしくお願い致します。
◎青少年奉仕委員会
岡田米山奨学担当
この度、西森会員がマルチプル 1 回目をお引き受け下
さいました。また、表 会員、山村会員にご協力いた
だきました。有難うございました。引き続き皆様のご
協力をよろしくお願い致します。

ロータリー財団地域セミナー 報告
ロータリー財団地域コーディネーター補佐
溝畑 正信
イアン・ライズリー国際ロータリー会長、ポール・ネ
ツェル財団管理委員長をお迎えして、ロータリー財団
地域セミナー（11/20）、メジャードナー顕彰午餐会
（11/21）
が開催されました。
来賓及びRI役員として、
RI理事 斉
藤直美、石黒慶一、RI 理事エレクト 三木 明、TRF
管理委員 北 清治、他 元 RI 理事、公益財団法人Ｒ日
本財団役員、ゾーンのコーディネーター、補佐の皆さ
んの出席の元、各地区の指導者が参加しました。
ロータリー財団は、新しい世紀に入りましたが、提唱
者アーチ・クランフが述べた通り、“世界で良いこと
をする”財団の重要性は益々大きくなると思います。
心を新たに更なる発展に努力しなければと考えますが、
今後共御指導・御鞭撻をお願い申し上げます。

東大阪東ロータリークラブ地区表彰内容
（対象：2016-2017 年度）
【ロータリー財団】
●ロータリー財団地区特別奉仕賞
（＄10,000 以上の大口寄付）
島
顕侑
●ロータリー財団地区奉仕賞
（＄6,000 以上の大口寄付）
広田
甫 川口 淳三 井上 家昌
大橋 秀典 須﨑 洋一 金子 泰輔
●100 パーセント「ロータリー財団寄付」クラブ
会員一人あたりの平均寄付額が 100 ドル以上であり、
正会員全員が次のいずれか（またはすべて）に少な
くとも 25 ドル以上を寄付したクラブ：年次基金、ポ
リオプラス基金、
ロータリー財団が承認した補助金、
恒久基金
東大阪東ロータリークラブ 他 51 クラブ
●End Polio Now：ポリオ感謝状
（1,500 ドル以上寄付したクラブ）
東大阪東ロータリークラブ 他 58 クラブ
●ロータリー財団表彰者一覧
（2016 年 9 月 1 日～2017 年 7 月 31 日）
河村 幸司
斉藤 勝俊（ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ･ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ）
駒林 廉弘（ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ･ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ）
芳田 至弘（ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ･ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ）
大橋 秀典（ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ･ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ）
島
顕侑（メジャードナー）
金子 泰輔（メジャードナー）
藤本 良男（ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ･ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ）
吉﨑 広江（ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ･ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ）
寺西 太一（ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ･ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ）
井上 家昌（ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ･ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ）
田中 哲男（ベネファクター）
【米山】
●米山奨学金 6 千万達成クラブ
東大阪東ロータリークラブ
●米山功労クラブ
（2016 年 9 月 1 日～2017 年 7 月 31 日）
東大阪東ロータリークラブ

●米山功労者一覧
（2016 年 9 月 1 日～2017 年 7 月 31 日）
藤本 良男
大橋 秀典（マルチプル）
北川 忠嗣（マルチプル）
広田
甫（マルチプル）
井上 家昌（マルチプル）
溝畑 正信（マルチプル）
芳田 至弘（マルチプル）

