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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

来週の例会予定

■ 12 月 14 日（木）
■ 卓話
卓話
「脳卒中 ～頚動脈狭窄症とその
「キューバを見て日本の豊かさ
治療～」
を知る」
医療法人藤井会
西森 昭博 君
石切生喜病院 脳神経外科
副部長 永田
崇 先生

先週の出席報告(11/30)
先週（11/30）の出席者数：40 名（7）
名
ﾋﾞｼﾞﾀｰ 2 名：地区青少年活動委員会
副委員長 濱谷 和也 様
委員 尾﨑
孝 様

11/30 ＨＣ出席率：74.07％
■ 今日の歌
「君が代」
「四つのテスト」
ピアノ 岩島 佳子 先生
■ 例会前 12 月度定例理事会

■ 例会後 年次総会
※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数

会員：61 名（免除 14 名）

12 月は
疾病予防と治療月間 です

11/9

11/16

11/23

HC 出席

33(1)名

30(2)名

公休

MU 出席

6(0)名

11(1)名

81.25％

82.00％

修正出席率

会

長

の

時

間

田 中 会 長
本日、12 月 7 日は、今年度（2017～18 年度）初めての新会員の入会式が行われます。増強委員会の方々、そして会
員の皆さんの熱意、努力そしてクラブを愛する心のもとに 3 名の方々の入会が正式に決定致しました。新入会してい
ただくのは鎌倉徹さん、迫谷聡太さん、木下晴之さんの 3 名の方々です。
木下さんは、本日、仕事上（出張）の御予定がある為に、来週 12 月 14 日になるとの事であります。会員の皆さん、
新入会される 3 名の方々を大歓迎していただき、これからクラブの内外を問わず、親睦を共に深めていただきたく、
何卒宜しくお願い申し上げます。
12 月 2 日（土）には、大阪ネクストロータリークラブの創立 10 周年の記念式典が、太閤園において行われました。
我がクラブからは、会長 幹事、そして表・島・溝畑パスト会長 3 名が出席致しました。
地区からは、当時、創立に際して特別代表となられた近藤雅臣ＰＧ（千里ＲＣ）
・特別代表補佐をされた井上瑛夫ＰＧ
（千里ＲＣ）が出席されました。そして当時同じく特別代表補佐をされた我がクラブの吉川謹司ＰＧがここにおられ
ない事をとても残念に思うと近藤ＰＧのお言葉がありました。
クラブの名前は「Ｎ」ew generation（新世代）
、
「ＥＸ」pansion（発展）
、
「Ｔ」radition（ロータリーの伝統）とい
ったキーワードの頭文字Ｎ・Ｅ・Ｘ・Ｔをとり「大阪ネクスト」ロータリークラブとされたそうです。
牧尾晴喜会長のもとに開会点鐘され、来賓祝辞は片山勉ガバナーと特別代表の近藤雅臣ＰＧが行われました。
非常に印象的でありましたのは、大阪ネクストＲＣとつながりの深い他の新世代クラブ、5 クラブが来阪されていた
事と、皆さん 6 クラブで「新世代クラブとしての取り組み」という題にてセッションを行われた事です。
正直、私自身もイメージとしては自分勝手に将来的なロータリークラブの方向性を持ってはおりましたが、新世代ク
ラブの皆さんが現在現実に行動しておられる事実と今後に向けての取り組み・構想を聞かせていただき大変参考にな
りました。
それらの 5 クラブ名は、
「かながわ湘南ＲＣ」
、
「中部名古屋みらいＲＣ」
、
「福島グローバルＲＣ」
、
「東京米山友愛ＲＣ」
、
「東京あけぼのＲＣ」であります。
我がクラブにおきましても、会員研修の為に是非とも新世代クラブの取り組みの実例を皆さんに御紹介してディスカ
ッション出来る機会を作りたいと考えております。
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、12 月度定例理事会
【２】 12/14（木）例会後、年次総会
【３】 12/15（金）枚岡福祉会クリスマス会
【４】 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
【５】 12/17（日）移動例会・クリスマス家族会（於：
リーガロイヤルホテル大阪）
＜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。
例会は 17：30～2 階ゴールデンルームにて、
クリスマス家族会は 18：00～3 階光琳Ⅰの間
にて行います。ご家族の方も 3 階光琳Ⅰの間
でお待ち頂きますよう宜しくお願い致します。
又、ＪＲ大阪駅よりシャトルバスが運行され
ておりますのでご利用下さい。
【２】 12/21 日（木）は、12/17（日）の振替休日で
例会はございません。
【３】 初例会及び新年会は 1/11（木）17：30 よりオ・
セイリュウにて行います。多数のご出席よろ
しくお願い致します。

大阪ネクストＲＣ10 周年記念式典に参加して
溝畑 正信
2017 年 12 月 2 日（土）大阪ネクストロータリーク
ラブ 10 周年記念式典が、
太閤園において開催されまし
た。
大阪ネクスト RC は、ロータリー学友を中心とした
RC で、日本で 2 番目の学友中心の RC です。私は、当
時、2004～05 年度、東大阪東 RC 創立 40 周年、ロータ
リー100 周年の時の会長で、小田原中 RC25 周年記念式
典の時友好クラブ締結のため、小田原に行った折、当
時の 2780 地区ガバナーの松宮 剛 元ＲＩ理事から、
学
友中心の RC，かながわ湘南 RC ができたことを聞き、
2660 地区でもとメンバーを募りました。
RI の規定審議
会で、財団学友は直ちにロータリアンになれると決定
されたのですが、まだまだ裁量権はどうなのかという
人たちがいて、2660 地区でも設立にこぎつけるのが難
しかったのです。2007 年新谷秀一ガバナーの時、よう

やく特別代表近藤雅臣様、特別代表補佐井上暎夫様、
同吉川謹司様、
スポンサークラブは千里 RC と東大阪東
RC で創立されました。その後日本では続いて同じよう
なクラブが数クラブ出来ています。
大阪ネクスト RC のメンバー構成は実に多彩な人たち
で構成され、以来しっかりと活動され今日に至り、地
区でも様々な活動でしっかりとされていることはご承
知のとおりです。国際大会やロータリー研究会の折の
通訳、国際奉仕活動、震災の折の活動等また、芸術、
文化面での活動等、特色ある活動をされています。私
にとって残念に思うのは、ロータリー財団の補助金制
度が変わって、文化、芸術面での奨学生が出にくくな
ったことです。
ただ、学友の定義が変わって、従来学友は、財団学友
のことを言っていたのが、青少年活動に参加した人た
ちをすべてロータリー学友となりました。昨年度当
2660 地区では、日本で初めて、新しい定義の元でのロ
ータリー学友会が出来ました。こういった人たちもロ
ータリーに入って頂けるようになります。
例えば、ローターアクターは同時にロータリアンにな
れるのです。大阪ネクスト RC はその先駆けとして、今
後ますますのご活躍が期待されています。

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。

