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ＲＩ会長 バリー・ラシン

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

2018～2019年度

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

国際ロータリー・テーマ

インスピレーションになろう

第 1045 回
開

会

点
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例

会

元 年 6 月 26 日

令和

： 18:30

ロータリーソング ： 「我等の生業」
来

客

紹

介

： 親睦活動委員長

会 長 の 時 間 ： 会
諸

報

卓
閉

会

点

長

告

： 幹事、各委員長、出席報告、ニコニコ箱

話

： ｢ 本年度を省みて ｣

鐘

： 19:30

会長・幹事・会計・S.A.A.

次週のお知らせ
卓話：「 新年度活動方針 」 担当： 会長・幹事・会計・S.A.A.
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月 19 日の例会の記録
お知らせ

出 席 報 告
会 員 数
出 席 者 数
欠 席 者 数
出席規定免除者数
出 席 率
5月22日 修正出席率

：
：
：
：
：
：
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18
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81.81
55.55

名
名
名
名
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％

・7/3㈬ 卓話:｢新年度活動方針｣

担当:会長･幹事･会計･S.A.A.

・7/7㈰ 米山総会及び新規奨学生歓迎会
ＫＫＲホテル大阪3Ｆ

・7/10㈬

卓話：｢

総会17：00～17：45

新年度活動方針

奨学生
懇親会18：00～20：30

｣

担当：各委員長

・7/12㈮ 青少年健全育成市民大会
キラリエホール2Ｆ

19：00～

・7/13㈯ ＲＩ第3ゾーン戦略計画推進ｾﾐﾅｰ

85.00 ％
お客様
米山奨学生：フォンカーマン様

ホテルグランヴィア大阪20Ｆ鳳凰の間
・7/17㈬

住川
10：00～16：00

休会日

・7/21㈰ RAC地区献血

開会10：00

閉会16：00

①ｲｵﾝ大日前②京橋駅前③樟葉駅前④梅田HEP前⑤難波ﾊﾞｽ停横

今月のお誕生祝
荒金会員

・7/24㈬

卓

・7/31㈬
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話

担

当

：

休会日

田

中

会

員

ニコニコ箱
・ロータリー国際大会参加してきました！感動たくさんありました。 白川会員
・ドイツ国際大会に行って来ました｡樋口さん､脇本さん､入会有難う。大和田会員
・ドイツのお話とお土産ありがとうございます。 荒矢会員
・ドイツはいかがでしたか？ 吉村会員
・樋口様をお迎えして｡白川様､大和田様国際大会有難うございました｡ 西垣会員
・脇本さん､樋口さん御入会おめでとうございます｡宜しくお願いします｡荒金･北田両会員

・樋口榮二様、脇本紀人様入会ありがとうございます。 川西会員
・樋口様、脇本様ようこそ。大歓迎です。 岩本会員
・樋口様、脇本様ご入会おめでとう。昨日郷ひろみコンサート行って来まして、
めっちゃめっちゃ楽しかったよ｡
田中会員
・元気になりました。糸川会員
・Ｈ.Ｃ.例会欠席のお詫び。 西村会員
・今年度の例会も来週で終わります｡あっという間の一年でした｡今後も頑張ります｡庵谷会員

・あと1回で本年度終わりですね。いよいよですね↓大丈夫かなぁ。 住川会員
・白川さん、大和田さんチョコのお土産おいしかったです。 清水会員
・本年度を省みての卓話各委員長の皆さんありがとうございました。 岡橋会員
・昨年のクリスマス会後の増強委員会でのお釣り預かっていました｡会員増強委員会
¥34,437

当 日 計
今期累計額

≪

会長の時間

¥643,637

≫
会長

荒金

正之

みなさんこんばんは
例会が2週間も空くと久しぶりにみなさんとお会いしたような気分になります。
会長の時間もあと2回になりました。
昨日、新潟県・山形県で大きな地震がありました。負傷された方・被害にあわれた
方に心からお見舞いを申し上げます。
揺れの強さに比べて建物の倒壊被害の報告が少なかった理由について、読売新聞の
記事の中で 耐震工学が専門の源栄(もとさか)正人・東北大名誉教授は｢住宅が雪国
の仕様だったことが理由の一つと考えられる｣と話す｡新潟､山形両県の住宅は､雪が
積もることを想定して､屋根は軽く､柱や壁が頑丈に造られており、揺れに対して強
い構造という。
昨日､地区からロータリー賞達成状況の一覧が送られてきて､大東中央ロータリーク
ラブは､受賞確実クラブに入っていました。なので､ロータリー賞を頂ける事になり
ます｡あと､会長特別賞も純増５名を達成出来たので頂けるように事務局から申請を
している所です。これもひとえに会員増強委員会をはじめ会員の皆さんのご尽力の
おかげだと心から感謝しています。
今日、樋口榮二さまに再度会員として戻ってきて頂きました。
戻ってきて頂いてとても光栄です。ありがとうございます。
また、脇本紀人様に新入会員としてご入会いただく事となりました。
脇本様、心から歓迎いたします。今後ともよろしくお願いいたします。
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社会奉仕活動委員会の事業で薬物乱用防止パンフレットを大東市教育委員会に寄贈
し、感謝状を頂きました。
大東市内の小学校、中学校の喫煙や薬物の話を亀岡教育長にお聞きしました。
前回の会長の時間で世界のロータリークラブではポリオの撲滅に取り組んでいる事
日本のロータリークラブでは米山奨学金で日本と世界の架け橋となってくれる人材
を育成している事などを紹介させて頂きました。
今週と来週で今年の総括が卓話で話されます。新入会員の皆さんも大東中央ロータ
リークラブは大東市の為にどのような事をしてきたのか知って頂けたら嬉しいです。
[幹事報告]
幹事

岡橋

由佳

2018～2019年度 ６月度理事会 議事録
理事会報告 2019年5月22日 大東市民会館4F 403号室 例会後
出席者：荒金、住川、西垣、北田、庵谷、白川、岩本、大東
複合機コピー機について
事務局とヤチヨコアシステムの話し合いにより
①来年の3月まで中古の残トナーをヤチヨコアシステムが無償で提供する。
②来年の3月に新品のトナー1本をヤチヨコアシステムがサービスで無償提供する。
以上を確約したので、トナーの購入はしないものとする。
市民会館について
5月22日 荒金・北田両名にてグリル大東に7月からの例会場移転について報告し
了承を得た事を報告した。
7月の新年度より理事会を月1回例会前に行う事を確認した。
7月以降の市民会館の予約についてキャンセルする事を了承した。
会員について
5月15日の理事会で西村和之さん脇本紀人さんの入会案が了承され5月22日まで会
員に公示した。
そして、全会員より入会に対して異議が無かったので、両名の入会を承認し手続
きを開始する事を確認した。
また、有田司会員についての退会を理事会承認した。
4月度会計報告について
奉仕部門の特別積立金について本年度も執行する事を承認した。
親睦活動委員会会計について会員収入予算額を当初の800,000円から400,000円に
補正する事を承認した。
5月29日の新入会員歓迎移動例会の新入会員及び事務局員の費用について会場費
2,000円+親睦会費3,000円×6名を承認した。
2018～2019年度 ６月度臨時理事会 議事録
理事会報告 2019年5月29日 まんま家 例会前18：20～
出席者：荒金、西垣、庵谷、白川、岩本、大東、岡橋
・元会員の峠さんと樋口さん、再入会について了承を得ました。
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2018～2019年度 ６月度臨時理事会 議事録
理事会報告 2019年6月19日 大東市民会館4F 403号室 例会前
出席者：荒金、住川、西垣、北田、庵谷、白川、岩本、岡橋
・飯盛城跡 山頂展望台説明板 １枚、平野屋新田会所跡 説明板２枚の説明と報告
これについては社会奉仕より、225,600円の支出を承認を得ました。
・次年度例会開催時間及び文言の細則変更について了承を得ました。

[幹事報告]
本年度の各委員会委員長、小委員会委員長の皆さん､活動報告書を6/30までに
ご提出くださいますようお願いいたします。

樋口榮二会員､脇本紀人会員､
ご入会おめでとうございます

お誕生日おめでとうございます
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〔委員会報告〕
社会奉仕委員長

庵谷

和宏

社会奉仕委員会の今年度の5つの目標・課題が
ありましたが､その中の一つであった薬物乱用防
止活動として､大東市の教育委員会に小学生用の
冊子を1,500冊寄贈させて頂きました。
先日6月12日に、荒金会長･岡橋幹事･岩本社会奉
仕委員の3名が大東市教育委員会に行かれて､感
謝状を頂きました。
ここで､皆様に披露して､私が読み上げさせて頂
きます。読み上げ後、以上、ご報告致します。
本日､大東市教育委員会の生涯学習課から､社会奉仕委員会の活動の一つであった
飯盛城跡地への説明板１枚と、平野屋新田会所跡の説明板２枚の原案を頂きました。
ここで皆さんにご披露致します｡また､本件に付きましては、本日の例会前の理事会
で報告させて頂き､当クラブとしても､今年度中に処理を行いたい案件でしたので、
来週には予算通りの225,600円を大東市教育委員会の指定先に振込み事について承認
を頂きました事を報告致します。
●））先週の卓話（（●
― 本 年 度 を 省 み て ―

◇クラブ奉仕委員会
委員長

住川

奈美

職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕の各部門との連携を重要視したいと思っておりまし
たが、なかなか難しく不十分なものになってしまった事を反省しております。
クラブ奉仕の大きな課題とされる会員増強ばかりに時間を割いてしまいましたが、
クラブとしては､一番の目標となっておりましたので､その点では安堵しております。
新入会員へ継続のための働きかけは、丁寧に個々の人を認め、理解しながら進めた
いと思っております。
◇職業奉仕委員会
委員長

住川

奈美

会員の不足の為 クラブ奉仕委員長を兼任するという異例の事態でした。
例年どおり 大東市内中学校に出前授業を行いましたが、頂いていた予算を活用で
きなかった事は、少し心残りです。
地区のセミナーに参加し､職業奉仕と社会奉仕の相違点を教えて頂き､自身の中での
納得には繋がりました。
新入会の方々にも、広めていけるよう次年度にもつなげたいと思います。
Daito Chuo Osaka Japan
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◇社会奉仕委員会
委員長

庵谷

和宏

本年は、５つつ課題・目標を発案して、これに取り組んで参りました。
一つ目は、【大東市民まつり】に出展して、東北大震災で被害を受けた
地域の方々への支援の一環として、現地の名産品の一つである
かまぼこを購入し、ブースを借りて販売させて頂きました。
２つ目は【子ども食堂こひつじ】 へ、３つ目は【どもシェルターぬっク】へ
支援させて頂きました。
４つ目は、【薬物乱用防止活動】として、小学生向けの冊子を１５００部作成し、
大東市の教育委員会に寄贈させて頂きました。
最後に、５つ目として今回新規課題として、で飯盛山のハイキングコースの
整備の支援を検討していましたが、途中で話しが舞い込んできた【飯盛城
跡地の説明板１枚を展望台に掲示して頂く事と、平野屋新田会所の説明板
２枚を掲示して頂く事】に方向転換して、承認を受け実行させて頂きました。
全て、会員皆様のご理解とご協力のおかげと感謝申し上げます。
ただ、１つ目の【大東市民まつり】でかまぼこを販売した売上金については
何も考える事無く、そのまま社会奉委員会の予算に戻してしまいました。
後々の話で、過去の事例ではその売上金で書籍などを買って、現地の
小学校などに寄贈していたと知りました。
しかし、元々知らなかった事と、予算を取っていなかった事から、委員長として
本件は実行しませんでした。
本件については、自分自身の気配りが欠けていたものと反省しております。
次年度では、自身も再度社会奉仕の委員に任命されておりますので、
今までの経験を活かしてしっかりと引継ぎを行い、新しい委員長の下、
新しい課題・目標の達成に向けてお役にたてればと頑張って参ります。
以上

◇国際奉仕委員会
委員長

白川

初美

本年度を振りかえり､国際奉仕委員長として一年間の方針､方向性が定まっていない
まま､スタートしてしまったことで委員の方々や､各委員会ともうまく連携をとるこ
とができず、大変ご迷惑をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。
また､Ｒ財団委員長を兼任させていただきましたが､Ｒ財団、地区補助金の仕組みを
十分に理解していなかった事で、皆様に寄付金のご説明とお願いが大変遅くなって
- 6-

Daito Chuo Osaka Japan

しまい､目標でありましたクラブ会員全員参加の寄付を達成できませんでした｡それ
により､地区補助金額にも影響がでる事は､委員長として大変責任を感じております｡
また、双子クラブの西垣委員長､米山奨学の大和田委員長､奨学生カウンセラーの岩
本会員、糸川会員には沢山助けていただきましたこと、心より感謝しております。
ありがとうございました。
本年度はクラブ会員数の減少という危機的状況の中､自分事で大変恐縮ですが､自社
の新規ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの立ち上げ等が重なってしまい､会員拡大の協力もできませんでした。
すべてにおいて､委員長としての自覚と責任があまりにも軽薄であったこと､クラブ
運営に対してご迷惑をおかけしましたこと深く反省しております。大変申し訳あり
ませんでした｡沢山の反省を踏まえ､自身の責任として､次年度の国際奉仕委員長、
Ｒ財団委員長を自ら志願させていただきました。
委員長としてきちんと最後迄やりきり､次の方に繋げたいという思いがあるからです｡
６月２日にドイツハンブルグで開催されましたロータリー国際大会に大和田会員と
ともに初めて参加させていただき､他クラブの会員との交流や､ハンブルグの街全体
どこを歩いていてもロータリアンだらけで、国際大会で日本の国旗が案内された瞬
間は涙が出ました｡あらためてロータリーの規模、世界観に大変感動しました｡次回
開催される国際大会には大東中央ロータリークラブ会員全員で参加したいと目標に
しておりますので宜しくお願いいたします。
これからも､ロータリアンとして自覚と責任と誇りをしっかりと持ち､地域貢献、世
界貢献できるように、そして、大東中央ロータリークラブが更に発展できるよう頑
張ってまいります。
これからもよろしくお願い申し上げます。

◇青少年奉仕委員会
委員長

岩本

静江

1）子ども見守り隊プロジェクト
イベントベスト240着
予算 508,512円
地 区 補 助 金
258,830円
クラブ拠 出 金
249,682円
9月21日大東市に上記ベストを寄贈 市長より感謝状頂きました。
2）大東市こども会育成連絡協議会（市こ連）
①文化事業 （こども会フェスティバル）かべ新聞 ポスターその他の
コンクール作品に対しロータリー賞を授与）
10月11日 参加作品の審査を行う
表彰式 11月3日(土･祝）午後1時30分 サーティホール 公民館 視聴覚室
展示 11月1日～4日 サーティホール 2階ホワイエ
Daito Chuo Osaka Japan
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②文化事業 作文コンクール 応募作品の中からロータリー賞を授与
表彰式 市民会館 平成31年3月17日(日)
大東市子ども会育成連絡協議会 総会において行われる
上記の2つの事業に対し80,000円を助成する
3）青少年健全育成市民大会
7月10日 市民会館
4）青少年協会

大東市主催

参加

夏季オープニングセレモニー

5）春のライラセミナー
閉校式出席 4月29日

参加

ホテル・セイリュウ

◇親睦活動委員会
委員長
代理委員

大東
岩本

雅代
静江

・親睦日帰り旅行 2018/10/16(水) キュリオス鑑賞
リーガロイヤルホテルにて昼食 会員13名
・クリスマス例会 2018/12/13(木) 高橋真梨子ディナーショー
帝国ホテル 会員14名+奨学生フォンさん
・日帰り旅行 2019/ 2/17(日) 蟹ツアー
兵庫県香住方面 いまご荘 会員6名 ご家族2名(田中会員ご主人様､西垣会員奥様)
・新会員歓迎会 2019/ 5/29(水) まんま家
会員20名+奨学生フォンさん+事務局員出田さん
以上報告いたします。多数のご参加ありがとうございました。

◇戦略計画委員会
委員長

荒金

正之

戦略委員会はロータリークラブの中長期的な展望や方向性を話し合う委員会です。
本年度の戦略計画委員会は近年の会員合強不足と急激な会員数の減少に焦点を置き
ました。
会員増強委員会と共に特別委員会を設置し、北田委員長、大和田副委員長を中心に
何度も委員会を開催し新入会員7名純増5名を達成しました。
これによりロータリークラブ会長特別賞の申請をする事が出来ました。
これも会員の皆様のご協力の賜物であると心から感謝申し上げます。
次年度も会員の増強を目指し更なるご協力とご支援をお願い申し上げます。
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