
＊事務所 ＊例　会

〒574-0046 毎週水曜日　12：30～13：30

大東市赤井1-2-10-4Ｆ ホテル阪奈   

TEL：072-872-6349 〒574-0012 大東市龍間266-8

FAX：072-872-6552 TEL：072-869-0181

E-mail： dc-rc@eagle.ocn.ne.jp FAX：072-869-0105

第 回　例　会　令和 年 月 日

開　会　点　鐘 ：  12:30

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　　長

諸　　報　　告 ：  幹事、各委員長、出席報告、ニコニコ箱

卓　　　　　話 ： ｢ 新年度活動方針 ｣　会長・幹事・会計・S.A.A.

閉　会　点　鐘 ：  13:30

月 日の例会の記録
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： 名

： ％

： ％

％
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第2660地区　大東中央ロータリークラブ
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RI会長 マーク･ダニエル･マローニー

　　　　 ■会長：住川奈美　 ■幹事：北田宗男　■会報委員長：岡橋由佳 

・7/24㈬　　　卓　話　担　当　：　田　中　会　員　　　　

・7/31㈬　　　　　　　　　休会日　　　　　　　　　　　　

・7/7㈰ 米山総会及び新規奨学生歓迎会　奨学生

欠　席　者　数 6

17
26会　員　数

出　席　者　数 ＫＫＲホテル大阪3Ｆ　総会17：00～17：45　懇親会18：00～20：30　

出席規定免除者数

86.95

3

5月29日 修正出席率

出　席　率

・7/12㈮ 青少年健全育成市民大会 岩本・大東・吉村

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　住川

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

ホテルグランヴィア大阪20Ｆ鳳凰の間　10：00～16：00

・7/10㈬　卓話：｢　新年度活動方針　｣　　担当：各委員長　　

・7/17㈬　　　　　　　　　休会日　　　　　　　　　　　

次週のお知らせ

6 26

卓話：「　新年度活動方針　」　担当：　各委員長

86.95
73.91

・7/21㈰ RAC地区献血　開会10：00　閉会16：00

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

出 席 報 告 お知らせ
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・1年間大変お世話になりました。ありがとうございました。　荒金会員

・1年間ありがとうございました。峠さんお久しぶりです。　岡橋会員

・峠様再入会大変嬉しいです。今期最終日を迎え、会計の役務を終えました。

　皆様ご協力ありがとうございました。　西垣会員

・荒金会長､岡橋幹事､1年間本当にお疲れ様でした。 荒矢･北田･森原･白川各会員

・荒金会長､本当にご苦労様でした。これから私も頑張ります｡ 住川会員

・1年間どうもありがとうございました。　大東会員

・7月からホテル阪奈へ移ります｡グリル大東様ありがとうございました。 岩本会員

・今期の最後の例会 何とか役目を果たせたでしょうか?自問自答してます｡庵谷会員

・今日もよろしくお願いします。　吉村会員

・グリル大東さんお世話になりました！　糸川会員

今期累計額

≪　会長の時間　≫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　荒金　正之

みなさんこんばんは。いよいよ最後の会長の時間になりました。

私のつたない話を聞いていただいてありがとうございました。

のち程、卓話の中で一年間を省みながらお話をさせて頂きますが本当にありがとう

ございました。

今日は峠会員の入会式もございます。

峠会員とはライラの時に一緒にロータリーパパをさせて頂いたり沢山の事を教えて

頂きました。帰ってきて頂いて本当にうれしいです。ありがとうございます。

今日は大東市役所に大谷委員長と岡橋幹事と共に行って

飯盛城跡説明版　1枚､平野屋新田会所跡説明版　2枚の贈呈をさせて頂き､感謝状を

頂きました。飯盛城跡は今朝の新聞でも掲載されている通り､この度､巨大な石垣の

石が見つかりました。その説明会が昨日行われたそうです。

石垣に巨大な石を使用する必要性は低く、権力を誇示するために使用された物だと

言う事でした｡今､大東市､堺市､四国の三好市など多くの市と協力して三好長慶を大

河ドラマ化しようと運動を進めておられます。

また､平野屋新田会所跡ですが､大和川の付け替え工事により深野池｢平野屋｣の屋号

は寛永12年(1635年)に総合した大阪の両替商や醤油や砂糖を扱っていた商人でした。

現在でも株式会社平野屋の商号で浪速区桜川にあります。

元禄(げんろく)16年(1703年)に平野屋の手代の徳兵衛さんがおはつと心中したのが

話題となります。それが浄瑠璃や歌舞伎となった「曽根崎心中」です。

そして心中ブームが起こります。

最高潮になったのが｢お染久松　袂の白しぼり(おそめひさまつたもとのしらしぼり)｣

です。野崎出身の久松が奉公先の質店油屋の娘お染と恋におち心中する物語です。

平野屋新田会所からの雑学として東坂大東市長から教えて頂きました。

これで今年の奉仕事業はすべて完了しました。

一年間ありがとうございました。また後の卓話でお話しさせて頂きます。

当　日　計 ¥26,000

¥669,637

ニコニコ箱
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[幹事報告]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事　　岡橋　由佳

事務局からのお知らせ。

6/27(木)例会場の引越し作業と6/28(金)労働局へ申告で外出致しますので、緊急の

場合は幹事岡橋迄ご連絡ください。

〔委員会報告〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会奉仕委員長　　庵谷　和宏

先ほど、会長からお話がありました様に、社会奉仕委員会の５番目の活動であり、

本年度の当クラブの最後の活動になる飯盛城跡の説明板１枚と平野屋新田会所の説

明板２枚を大東市教育委員会を通じて、大東市長に寄贈させて頂きました。

本日６月２６日の午前９時１５分に、荒金会長・岡橋幹事・庵谷社会奉仕委員長の

３名で､大東市役所の２階の秘書課を訪問し､市長室にて東阪浩一大東市長から感謝

状を頂きましたので、皆様にご披露させて頂きます。

以上、ありがとうございました。

峠　松次会員 ご入会おめでとうございます
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                                               2019-20年度 幹事　北田　宗男

１、審議事項

①所信（活動計画）について

社会奉仕委員会の予算案30万円と親睦活動員会の活動日程を追記しクラブ活動計画

書案（別添資料）を承認。

②委員会予算について

職業奉仕5万円､社会奉仕30万円､青少年奉仕35万円､国際奉仕30万円､計100万円で承

認。親睦活動委員会は、繰越金及び事業都度の会費で活動する事を確認。

③クラブ予算について（本会計・奉仕）

前回より会員増強及びＲ情報の予算を各々5万円増額し本会計の収支予算案を承認。

奉仕部門では､ﾆｺﾆｺ箱目標収入を80万円とする事承認｡奉仕部門の収支予算案を承認。
　　

④年会費（上期）について

クラブ会費12万円､地区大会資金5千円､米山奨学普通寄付2.5千円､計127,500円にて

承認。7月3日の例会時に会費請求書を配布する。

⑤事務局員の雇用契約書

例会場変更により、交通費を5千円から1万円に変更し、他項目は変更なしで承認。

⑥次年度年間予定表について

別紙年間予定表を参照し承認。

例会時間12時30分より13時30分まで､ﾌｫｰﾗﾑ及び協議会開催時14時程度まで､

理事会11時30より12時20分まで､10月23日(水)ｶﾞﾊﾞﾅｰ訪問例会時のみ18時30分開会。

２、協議事項

①バス運行について

アンケート結果を発表し運行表、バス利用表を作成し、例会時に運行表を配布し、

利用表を例会受付に置き利用者に印をつけてもらう事を確認。

②出席規定免除者について

8名の会員(伊泊・糸川・岩本・川西・西垣・大和田・東坂・峠)に出席規定の適用

免除願いを提出してもらう。免除願い申請書類は、事務局作成。

③柿木会員の名誉会員について

継続して頂きたい趣旨を伝えるために、会長幹事が訪問する。

④出前事業について　職業奉仕委員会

大東市産業振興課より9月6日(金)四条中学校於いて、キャリア教育出前授業の要請

があり受託致しました。参加協力者は4名、集合時間は14時15分です。

ご協力をお願いいたします。

第5回次年度理事会報告

2019～20年度　大東中央ロータリークラブ
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●））先週の卓話（（●

◇Ｓ.Ａ.Ａ.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｓ.Ａ.Ａ.　　森原　正樹

　本年度を省みてと言う事ですが、なかなか出席できず､SAAとしての大きな役割で

あります司会、進行が行えない不甲斐ない１年でした。

他の会員さんに代わりをして頂き、例会がスムーズに行われた事を感謝します。

次年度からは例会場が大東市民会館から阪奈ホテルに変わります。大東市民会館で

の最後のSAAをさせて頂いた事を嬉しく思います。

至らぬ点も多々あったと思いますが、SAAにご協力頂きありがとうございました。

◇会計

                                                     会計　　西垣　文雄

　会計は年度末の６月分を締めて本年度の決算報告となりますことをご了承いただ

きたく思います。

本年度を省みるに前年度末に６名の退会により会員数20名というクラブ存亡の事態

のスタートとなりました。クラブ再生のため会員増強特別委員会が設置され、同委

員会からの提案を受け幾つかの改革案が承認されました。これにより収支予算案は

大きく変更されることになりました。本来なれば予算案の修正の手続きをして決算

をしなければならないところですがそれをしていませんので決算の数値が予算に対

し大きなずれのある項目があります。この点ご理解いただきますようお願い申しあ

げます。

改革案として下期より①新入会時の入会金を削除し新規入会者は登録料とし１万円

を支払うこととする。　②奉仕分担金は下期分より徴収しない。　③親睦会費は徴

収せず、必要に応じ参加者による実費負担とする、お祝い・慶弔費等は本会計で予

算を組む。　④例会場と例会時間の変更により例会出席率の向上を図り、且つ例会

費用は増やさない。

以上を踏まえ先ず一般会計について、会費収入は年初会員及び途中入会の方を含め

506万円となり未納額はございません｡入会金は20万円を予算計上しましたが登録料

として新規入会者5名と再入会者2名(入会金免除規定により登録料免除）の5万円と

なり予算比15万円の減となりました。ビジタ―費は予算比1.5万円増の4.5万円とな

りました。R財団の年次寄付は目標55万円に対し46.2万円成率84％､米山奨学寄付金

― 本 年 度 を 省 み て ―
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は60.5万円に対し51.5万円の達成率85.1％でした。

支出については６月度を締めての決算書をご確認頂きたいと思いますが予定の数値

にてご報告申し上げます。

会合費は予算135万に対し約37万円程度の減となる予定です｡原因は出席人数減によ

るものであまり喜ばしいこととは言えません。

ロータリー資金､委員会費､各種会合登録費は概ね予算内にて推移しています。唯一

地区行事として実施されました新人研修の参加費用は予算組時に分かりませんでし

たので予算組をしていませんでした。そのため各種会合登録費より支出し賄いまし

た。

事務局費については約23万円の減となりました。これは主にコピー機のトナーが取

り換え時期となっておりその費用を予算組していましたが出田さんのご尽力により

当面負担の無いようにしていただいたことによります。

全体の収支として、年初予算では繰越金を30万円ぐらい食い潰すことを予定してい

ましたがお蔭さまで逆に約30万円プラスの約260万円を次期に繰りこすことになろ

うかと思います。

次に奉仕部門について､収入は会員数の減によりニコニコ箱予算を100万円から70万

に減額いたしました｡現在の残高は665,637円で予算には達していません出席人数の

少ない中でよくやっていただいたと感謝するところです。

また先にも述べましたように下期の奉仕分担金20万円を集めていませんので当然そ

の分は減収となりました｡従って収入は110万円の予算に対し1,019,220円で70,780

円の未達となりました。

一方支出は170万円の予算を組みましたが特別積立金の50万円も加えて145万円程度

の支出となっています。これは職業奉仕では出前授業で逆に5万円頂戴したり､国際

奉仕で予定していた台中南門RCへの事業協賛金10万円が無くなったこともあり支出

が減少いたしました｡予備費も使っていませんので当初予定の次期繰越金150万円は

約20万円プラスの約170万円となる予定です。以上ご報告申し上げます。

◇幹事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事　　岡橋　由佳

　前任の幹事と同様に入会して３年足らずで大役をお引き受けすることになりまし

た。まだまだマイクの前で報告をすることに慣れていない私にとって、例会の度の

幹事報告は最後まで慣れることはありませんでした。

理事会に於いては議事進行役もスムーズにいかないことも多く、理事の皆様にはご

迷惑をおかけしました。

落ち込むこともありましたが、いつも励ましてくださり、経験不足をカバーしてく

ださった荒金会長ありがとうございました。

会員数の減少で例会場も小さい方に移動しました。９人くらいで例会を開催した日
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もありました。

しかしながら、増強委員会の並々ならぬ情熱とパワーでたくさんの新入会員をお迎

えし、会員25名で今期を終えることができましたことを幹事として皆様に心から感

謝を申し上げます。

増強委員会に参加させて頂いたことで経験の浅い私もホームクラブへの愛着心が芽

生えてきました。この気持ちを維持していきたいと思います。

また、燦々会や他クラブの周年祝賀会に行かせて頂き、他クラブの方と親しく交流

できたことはとても楽しく有意義でした。

私のような未熟な者にこのような貴重な経験をさせてくださった会員の皆様、あり

がとうございました。

これらの経験をこれからの活動に生かせますように努力致します。

◇会長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　　荒金　正之

一年間ありがとうございました。

クラブ奉仕委員会　住川奈美委員長

会員増強により入会7名純増5名を達成していただきました。それによりロータリー

会長特別賞を申請させて頂く事が出来ました。

ロータリー情報委員会は北田委員長

会員意識アンケートをして頂き９月12日にホテル京阪京橋で情報集会を開催して頂

きました。会員のみなさんのロータリーへの考え方や求める事が見えてきました。

職業奉仕委員会　住川奈美委員長

出前授業を南郷中学校で行いました。今年は講師が10名必要で、会員の半分の方に

協力して頂かなければなりませんでした。

社会奉仕委員会　庵谷和宏委員長

子ども食堂こひつじへ助成金5万円を贈呈しました｡大東市にも一人で食事をする子

どもが多い事に驚きました。子どもセンターぬっくへ支援金5万円を贈呈しました。

家庭でDVやネグレスト等により居場所の無くなった子供たちのシェルターの運営に

支援を行いました。

Ｈ30年７月豪雨義援金募金2万円を地区を通して募金させて頂きました。

薬物乱用防止教室タバコの話パンフレット小学生用1,500部　129,600円を大東市教

育委員会に寄付をさせて頂き感謝状を頂きました。

赤い羽根共同募金　500円×20名を寄付させて頂きました。

大東市民祭りに出店し､東北支援事業として宮城県女川の高政かまぼこ1,000枚を販

売しました。

飯盛城跡説明版1枚､平野屋新田会所跡説明版2枚合計225,600円を大東市に贈呈をさ

せて頂き､感謝状を頂きました｡飯盛城跡の説明版は山頂展望台に設置して頂きます。
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国際奉仕委員会　白川初美委員長

秋の米山記念館募金　2,200円をさせて頂きました。

米山奨学生フォン カーマンさんを受入れてカウンセラーの岩本会員を中心にお世話

をさせて頂きました。

台中南門RCとシェルターの寄付金の折衝をして頂きましたが実りませんでした。

国際大会（ハンブルク）へ2名参加して頂きました。

青少年奉仕委員会　岩本静江委員長

地区補助金を使用して見守り隊ベスト240着 249,682円(地区補助金と合計508,512円）

を大東市に寄贈し感謝状を頂きました。

秋のライラ登録　ﾛｰﾀﾘｱﾝ3名を登録させて頂きました。　ホスト茨木西ＲＣ

子ども会フェスティバルに協賛8万円をさせて頂きました。

大東市躍動する子ども会作文コンクールで大東中央ＲＣ賞を授与しました。

春のライラにﾛｰﾀﾘｱﾝ3名、奨学生1名を登録させて頂きました。ホスト東大阪東ＲＣ

親睦活動委員会　大東雅代委員長

今年は「新しい試みをして下さい。」とお願いしたので企画運営が難しかったと思

いますが10月16日　キュリオスを見にリーガロイヤルホテルへ行きました。

とても楽しく不思議な時間を過ごさせて頂きました。

12月13日ｸﾘｽﾏｽ例会で高橋真理子ﾃﾞｨﾅｰｼｮｰを見に帝国ﾎﾃﾙへ行きました｡とても素晴ら

しいｼｮｰを拝見させて頂いただけでなく､豊中RCの武枝会長との御縁も頂きました。

2月17日　カニツアーで加住のいまご荘に行きました。とても美味しいカニを堪能さ

せて頂きました。5月29日　新入会員歓迎会をまんまやで行いました。

たくさんの新入会員の方と交流させて頂きました。

会計　西垣文雄会計

会員の減少に伴う会費やニコニコ箱の減少に取り組んで頂き大変ご苦労をおかけし

ました。おかげさまで無事に一年間を過ごす事が出来ました。

また、入会金の廃止にもご協力をいただきありがとうございました。

S.A.A.　 森原正樹S.A.A.

忙しい中、無理にS.A.A.をして頂きありがとうございました。

また、会長ノミニーも引き受けて頂きありがとうございました。

直前会長　北田宗男直前会長

様々な観点からアドバイスを頂き有難うございました｡また､増強委員会委員長とし

て新入会員7名純増5名を達成して頂き有難うございました。

幹事　岡橋由佳幹事

最後になりましたが1年間支えて下さり本当に有難うございました｡入会して間もな

いのに幹事の大役を担っていただき感謝しています。

理事会運営や議事録作成など今まで経験の無い事に積極的に取り組んで頂きました。

また、門真・寝屋川RCの周年や地区会長幹事間の燦々会等対外事業にも積極的に参

加して頂きました。1年間本当にありがとうございました。

そして、会員の皆様のご支援、ご協力のおかげで会長職を全うする事が出来ました。

心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

- 8- Daito Chuo Osaka Japan


