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TEL：072-872-6349
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■会長：池田文治 ■幹事：古川真照 ■会報委員長：庵谷和宏

ＲＩ会長 ジョン・ジャーム
2016～2017年度
国際ロータリー・テーマ

人類に奉仕するロータリー

第

956

回

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

28 年 12 月 14 日

クリスマス家族例会
開 会 点 鐘
ロータリーソング
会 長 の 時 間
諸
報
告
閉 会 点 鐘
クリスマス家族会

：
18:00
： 「奉仕の理想」
： 会
長
： 幹事、各委員長、出席報告
：
18:20
：
親睦活動委員会

次回（1月11日）のお知らせ
卓話 ： 「年頭所感」池田 文治会長 ・ 年男（長崎会員 ・ 宮城会員）年女（森川会員）
11 月 30 日の例会の記録
出 席 報 告
会
出

員
席

数
者

数

欠 席 者 数
出席規定免除者数
出 席 率
11月16日 修正出席率

ニコニコ箱
：
：
：
：
：
：

28
18
3
7
85.71
78.94

名
名

・寒くなりました｡ご自愛下さい｡ 池田･宮城･前田 各会員
・地震が多発しております｡ご用心下さい｡ 古川会員

名
名
％
％

・風邪で喉が痛いです。
荒金会員
・来週クリスマス例会楽しみ｡
大東会員
・国際奉仕委員から半期報告します｡
森原会員
・お陰様でお姑さんが退院しました｡
森川会員
・誕生日のお祝いを頂いて。
大和田会員
・クリスマス会お待ち申し上げます。
青田会員

85.71 ％
お客様
㈱テーマパーク

米山奨学生

取締役社長

サンウィンモー様

桝田 佳明様(CLUBSTORY)
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当 日 計
今期累計額

¥20,000
¥443,200

≪会長の時間≫
会長

池田

文治

本年も残すところ、あと一ヶ月となりました12月の特別月間は「疾病予防と治療
月間」です。ガバナー月信12月号より松本ガバナーの記事を元に説明いたします。
世界には196の国がありますが、保健従事者の数が人口1万人あたり23人に満たな
い国が57あり､毎年世界で240万人の医師、看護師、助産師、熟練介護者が不足して
います。上記のような医療従事者の不足から起こる、一般的な伝染病などの疾病に
よる死亡の他、命を落とす要因として、あまり知られていませんが、劣悪な環境に
よる健康被害もあります。
本日は､「ヒマラヤでの家庭排気対策プロジェクト」をご紹介します。１台100ド
ルの調理用ストーブが各家庭での不幸な事故を無くし､今までに3,000台以上が提供
されている話です。
ヒマラヤ地方の「煙害」についてのお話ですが､この地方では､家の中に穴を掘っ
て火を起こす家庭や、家畜の糞を燃料代わりにする家庭があったそうです。普通の
人は、咳や涙がでて、逃げ出したくなる程だそうです。
煙害は､健康被害をもたらします。WHOの調査によると、2012年、石炭や木材、バ
イオマス燃料（※）などを燃やして調理をし､その家庭排気による大気汚染で430万
人の命が奪われました。犠牲者のうち､5歳未満の子どもが半数以上を占め、専門家
は、台所で火を焚くことは1時間に400本のタバコを燃やすようなものだと警告しま
す。ロータリアンのバッシュ会員は、問題解決のため2009年にヒマラヤを再訪しま
した。燃焼効率の良い調理用ストーブを設置することが解決策になると知り、ネパ
ールで使用する可能性を検討し、そして2010年、48台のストーブを家庭に設置しま
した。その後もプロジェクトは継続され､今日までに3,000台以上が提供されていま
す。まだまだ、私たちの知らない病気がたくさんあり、援助を必要としている人た
ちが沢山います。
この「疾病予防と治療」という今月のテーマはロータリー財団の六重点分野に属
しています。グローバル補助金申請時の必須項目であります。
是非、この機会に私たちが行っている事を振り返り、私たちのするべき事をお考
えください。
※バイオマス燃料：動植物が持つエネルギーを利用した燃料。木のくずやわら、動
物の糞、食品の生ごみなど

[幹事報告]
幹事

古川

真照

「 年次総会 」
12月7日例会終了後年次総会が行われ、本日の出席者18名で定足数に達しましたの
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で、総会成立となりました。
12月7日例会終了後､年次総会が行われ､出席者18名で定足数に達しましたので、
総会成立となりました。
よって次年度の理事・役員を選出いたします。
採決結果：反対意見はなし、賛成多数で可決されました。
次年度の役員・理事は以下の通りです。
☆役員

☆理事

◎会長

北田

宗男

◎職業奉仕担当

住川

奈美

◎直前会長

池田

文治

◎社会奉仕担当

森原

正樹

◎会長エレクト

荒金

正之

◎国際奉仕担当

田中

正美

◎副会長

古川

真照

◎青少年奉仕担当

前田

博子

◎幹事

大東

雅代

◎親睦活動担当

岡橋

由佳

◎会計

有田

司

◎会場監督(SAA) 庵谷

和宏

以上次年度理事役員が総会で承認さました。

2016～2017年度 １２月度理事会 議事録
市民会館例会場於いて理事会が行われました。
出席者

池田､長崎､北口､荒金､北田､宮城､森原､森川､青田､古川

欠席者

川西､白川

10名

2名

19時40分から会長の挨拶より理事会が始まりました！
1、地区大会の晩餐会の件
12日9日に行われる地区大会の歓迎晩餐会出席者の登録料（一人 ¥25,000×4人=
¥100,000）を大会資金より支出します｡出席者は池田､古川､大和田､青田の4名です。
（会長・幹事・地区出向者）

☆承認 上程者 池田

2、地区大会の出席について
長崎より、全員登録をしています極力全員の出席お願い致します。
その時にバーコード付きの、名札は忘れない様にお願い致します｡

◎報告 長崎

3、11月度の会計報告(代理古川)
川西が欠席の為、古川が行いました。登録料は全員28名分納入されました。伊藤
さんの退職記念品の時計代金¥24,732円､慰労金10万円を事務局費から支出する事と
します。

☆承認 上程者 古川

4、例会時の食事の件(SAA)
例会の食事のメニューについて、この半期通り、月に一度は松花堂弁当とし、そ
の他は様々な定食にて対応します。

☆承認

上程者

北口

5、週報にて理事会報告をする件
理事会が例会後に変更された事と､翌週が休会になる場合が多いことから､週報で、
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条件的に理事会報告となりますが、ホームページからでもご覧になれますので、各
自の責任で、必ずご覧になる様お願い致します。それと例会時の委員会報告を幹事
とダブっても委員会報告で再度することとします。
a、以前に出した週報の中で誤字が発見されましたので後日､訂正文を会員全員にお
知らせいたします。

☆承認 上程者 荒金

6、情報集会(移動例会)の件
新年会として、情報集会を行う方向で検討いたします。

☆承認 上程者 北田

7、熊本募金と社会奉仕の今後の活動について
本日熊本の地震に対して、締切が間近で有る事から、11月30日例会日より募金箱
を設置いたしました。それと社会奉仕の予算が10万円ほど有りますので、大東市内
にある子供食堂(子供達に食事を無料で提供する食堂)に対して、物品の協力を計画
いたします。

☆承認 上程者 宮城

8、クリスマス例会の、会場変更と例会時間の変更について
例会時間の変更：クリスマス例会の時間を30分繰り上げ18時～とします。理由：
子供達の参加が多いので帰宅時間を早くする為。例会場の変更：当日例会場を市民
会館から、阪奈ホテルに変更する件
a、承認を受けた事を会員全員にFAXで知らせる事、地区に対して例会場と時間の変
更、当日のビジターの参加不可の通知をする事。

☆承認 上程者 青田

9、元国際親善奨学生の大垣さんのリサイタル後援について
標記の件、2017年8月27日(日)14時～京都府立府民ホールにて､リサイタルが行わ
れます。（要望書提出有り）大東中央ロータリークラブは当リサイタルを「後援」
する事とします。パンフレット等の印刷物に「大東中央ロータリークラブ」名を記
載する事とします。※プロフィールの中で国際親善奨学生であった事を記載する事
を要望します。

☆承認 上程者 古川

10、退会届受理ついて
森川さんから退会届が提出されました。理由：母親の介護で出席できない。
☆承認 上程者 池田
以上20時40分終了
幹事報告
1、NPO法人 国際ビフレンダーズ 大阪自殺防止センターより大阪での活動資金の寄
付のお願いが届いております。
2、一般財団法人比国育英会バギオ基金から、昨年度後援ロータリー62ヶ所のロー
タリー、後援者285名より、合計¥10,174,614の寄付を受けましたが、今後のご理解
ご協力をお願い致しますとのこと。
3、アトランタ世界大会へ早めの登録をお願い致します！
2016年12月15日まで340＄､2017年3月31日まで415＄、2017年6月14日まで490＄と
なります。早めの登録がお得ですとの案内が有りました。
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〔委員会報告〕
青少年奉仕委員長

森川

夏枝

東日本大震災復興支援キッズサッカー大会多大な御支援ありがとうございました。
一般社団法人CLUBSTORY
（東日本大震災復興支援子ども応援プロジェクト）
の桝田佳明様から御礼の挨拶がありました。

親睦活動委員長

青田

朝代

来週、２０１６年１２月１４日（水）はクリスマス家族例会です。
場所

ホテル阪奈 ４階 平城の間、時間

会費

会員・ご家族・ご友人10,000円

6時～9時
子ども3,000円（小学生以下）

＊お子様にはサンタクロースさんからプレゼントがあります。
演出「

演奏

」ピアノ加藤英雄、チェロ山内瑶子、サックス原恵美、

「サイエンスショー 漫才」ボルトボルズ、今年はダンスタイムも用意しておりま
す｡ 星野源「 恋 」・ピコ太郎「 PPAP 」皆様ぜひ､おうちで練習してきて下さい。
・バスご利用の方

送迎バス１台 住道駅南口

17：15発

皆様お誘い合わせの上、多数ご参加下さいますよう宜しくお願い申し上げます。

●））先週の卓話（（●

―

半

期

報

告

―

◇会長
池田

文治

早くもロータリー年度も折り返し地点となりました。先程からの「委員会半期報
告」に在りました様に、この半年間で各委員会の皆様にはたくさんの活動やプロジ
ェクトを行っていただきました。本年度の委員長の方々は経験の少ない方が沢山い
らっしゃるにも関わらず、それぞれに成果を上げて頂き、とても感謝しております。
ありがとうございます。
クラブの方針として「ロータリーを見直しクラブの足元を見直す」を掲げてスタ
ートした年度です。各委員会においては委員会を開きプロジェクトを行い、結果を
出す事で基本に忠実に活動していただいております。
特に社会奉仕委員会については、昨年度より準備しました「地区補助金」を使っ
ての「子どもシェルターぬっく」の支援にて実績を作ることが出来ました。
本日、半期報告が出来ませんでした､職業奉仕委員会については､「出前授業」を
行い、深野中学校の2年生の皆さんに大変、喜んで頂くことが出来ました。
クラブの会計につきましては、川西会計より書面での報告が有ると思いますが、
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半期を経過したうえで、事務局員の交代という、不測の事態が起こり、事務局費が
超過しておりますが例会数の削減と食事の見直しにより全体的にカバーできると思
います。
その他で申しますと､「楽しい例会､出席したくなる例会」を目指して運営してお
りますが､北口SAAを中心に「食事メニュー」の見直しなど積極的に行って頂き、前
に記述の経費と合わせて成果を上げて頂きました。
残り半期もさらに「楽しい例会、出席したくなる例会」を念頭に運営してまいり
ます。皆様の御協力とご理解をよろしくお願いいたします。
◇幹事
古川

真照

当クラブに入会して10年そして、2年目の幹事も残すところ7ヶ月に成りました。
幹事としての仕事も、昨年に比べ内容も少しずつでは有るが理解して来たように
思う、然しそれは自身の判断で有ろう、周りが評価してこその役割です。
ロータリーは、単年度覚え始めたかなと思うと、直ぐに次の方に交代する。何が
何だか分からないうちに一年が終わる。キチンとした引き継ぎは重要だと思われま
す。単年度だから失敗も有る、然しそれを支え合って行くのが本当のロータリーア
ンでは無いでしょうか？？
言葉はとても人を繋げるための最大のツールで有ります。もう少し言葉を選び思
い遣りの心を持ってご指導頂きたい。四つのテストの3番め､「好意と友情を深める
か」？これが1番大事です｡好意とも友情も感じられない言葉が何時も飛び交ってい
るように思います。
ロータリーの基本は和では無いでしょうか？全員単年度で、分からない所だらけ、
そんな時そっと近くに寄り添い、平等の心で言葉が交わされれば、本当に和が広ま
り、例会に出たくて仕方がない楽しみだ！！と言う例会に、まだ出来ていないこと
を、反省しつつ...もっともっと、楽しい例会にして参るように残りの半期､精進し
て参りたいと思います。ご指導(優しく)よろしくお願い致します。合掌
◇会計
委員長代理

池田

文治

会計より半期報告をさせていただきます。
◎一般会計
変わりなく推移しています。事務局の伊藤さんから出田さんへの引継ぎもありまし
たが、皆様のご協力のもと順調に進んでいるものと思われます。
当月残高 ￥２,２２３,９３７－（11月末）
◎奉仕部門
☆ニコニコ箱収入予算額
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￥１,０００,０００－に対して11月末現在で

Daito Chuo Osaka Japan

￥４０９,２００－です。残
☆奉仕部門の支出予算

￥５９０,８００－です。

・職業奉仕

１５０,０００－

・社会奉仕

５００,０００－

・国際奉仕

２００,０００－

・青少年奉仕

３００,０００－

上記支出予算の中で職業奉仕や国際奉仕については支出がありません。予算を使っ
て奉仕活動のご協力をよろしくお願い致します。
当月残高

￥１,２５３,１０８－（11月末）

◎親睦活動委員会会計
繰越金￥

５００,０００－、

会費収入￥１,１４０,０００－です。
・家族親睦旅行

￥１,１０６,７５２－
当月残高

・クリスマス会予算

￥

４１０,１９５－（11月末）

￥３５３,１００－やこれからの慶弔金、日帰り親睦旅行等

を考えれば、前回同様、￥５００,０００－の繰越金を残すことも含むと少し
節約が必要ではないかと思われます。
◇Ｓ.Ａ.Ａ
北口

千惠子

SAAをさせて頂き半期が経ちました。例会場もこちらに移り､ホテル阪奈と同じ様
にならない事もあり、まず第一にSAA用のマイクを設置して頂きました。
次に食事の献立の変更です。半期だけ様子を見るということでしたので、このま
ま続けるかは、理事会にて相談したいと思います。
◇クラブ奉仕委員会
委員長

荒金

正之

例会場が大東市民会館になってから半年が過ぎました。出席率は80％前後まで増
えました。月間平均90％を目指します。
週報について新しい方向性を出したいです。例会開催日数が減りましたが皆さん
の卓話を楽しみにしています。
◇職業奉仕
委員長代理

池田

文治

2016年11月14日大東市立深野中学にて職業奉仕事業の出前授業を致しました。
150名の2年生を8組に分けて会員1人1組を担当し､「『働く』とは何か」をテーマと
した話し合いをしました。熱心に授業を受けて質問をしてくれる子供たち。私たち
が子供たちから気づかされることが沢山ありました。ロータリアンとして奉仕活動
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をこれからも責任持って取り組んでいきたいと思います。
◇社会奉仕
委員長

宮城

康夫

委員長

森原

正樹

1、子供シェルターぬっくは支援
51万7800円

地区補助金20万7000円
ｸﾗﾌﾞ拠出金31万800円

商品パソコン2台、ブルーレイ、オーブン、パン焼き機
2、大東市市民まつり
9月17日（土）盆踊り参加3名
9月18日（日）参加見送り
3、薬物予防パンフレット
約10万円（前年度予算より）
4、赤い羽根バッジ

1人500円

22個購入

5、日赤血液センター池田氏卓話
11月30日（水）献血の現状について
6、大東市子供食堂（こひつじ）支援予定
約9万円
7、熊本震災支援

募金活動行う。

◇国際奉仕委員会
平素は国際奉仕活動にご協力頂きありがとうございます。
・米山奨学寄付金につきまして、多くの会員様によって多額の寄付を協力して頂き
ありがとうございます。
・R財団寄付金につきまして､皆様の御協力と御理解により多額の寄付を頂きありが
とうございます。尚､今は受付を行っていますので､どうぞ宜しくお願い致します。
・国際大会が2017年6月10日～14日まで、アメリカはアトランタで開催されますの
で、多数のご参加をお願い致します。
◇青少年奉仕委員会
委員長

森川

会員の皆様のお陰様で無事終了させていただきました。
年頭の東北の子供達と関西の子供達のサッカーを通しての交流（被災）に
多大な御支援ありがとうございました。
子供達も大東中央ＲＣの支援に感謝していたと聞きました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
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Daito Chuo Osaka Japan

夏枝

