
＊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 ： 「奉仕の理想」

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 ｣　クラブ奉仕・職業奉仕・社会奉仕・

閉　会　点　鐘 ：  13:30

ク ラ ブ 協 議 会 ：  会　　長

月 日の例会の記録

： 名

： 名

： 名

： 名

： ％

： ％

お客様 ％

米山奨学生：フォンカーマン様

今月のお誕生祝

川西会員・峠会員

 国際奉仕・青少年奉仕　各委員長

・7/13㈯ ＲＩ第3ゾーン戦略計画推進ｾﾐﾅｰ　住川

・7/21㈰ RAC地区献血　開会10：00　閉会16：00

次回（7/24）のお知らせ

7 3

卓話 ： 「 思い付きの話題でごめんなさい　」　田中　正美

81.81
84.00

ホテルグランヴィア大阪20Ｆ鳳凰の間　10：00～16：00

・7/17㈬　　　　　　　　　休会日　　　　　　　　　　　

・7/17(水) 親睦活動委員会＆青少年奉仕委員会 懇親会

・7/12㈮ 青少年健全育成市民大会 岩本・大東・吉村

欠　席　者　数 4

21

・7/24㈬　　　卓　話　担　当　：　田　中　会　員　　　　

木曽路 大東市　18：00～

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

・7/31㈬　　　　　　　　　休会日　　　　　　　　　　　　

25会　員　数

出　席　者　数 キラリエホール2Ｆ　19：00～

出席規定免除者数

95.45

0

6月19日 修正出席率

出　席　率
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第2660地区　大東中央ロータリークラブ

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞhttp://www.dcrc31477.com/

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 

　　2019～2020年度

1047 7 10元

 　　国際ロータリー・テーマ

ロータリーは世界をつなぐ

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年間頼りない会長ですが､皆様のあたたかい愛で支えて下さいね｡ 住川会員

・一年間宜しくお願いします。北田会員　  ・住川会長1年よろしく｡ 東坂会員

・新例会場で､気持ちいいです｡新年度皆でクラブに努めましょう｡ 西垣会員

・新しい年度になりました｡皆様1年間よろしくお願い致します｡ 川西会員

・阪奈ホテルでの例会楽しみです｡糸川会員 ・新年度宜しくお願いします｡森原会員

・住川会長おめでとうございます。宜しくお願いします。荒矢会員

・住川会長年度スタートですね。1年間よろしくお願いします。大東・吉村両会員

・住川会長・北田幹事1年間よろしくお願いします｡ 荒金会員

・新年度スタート‼皆でクラブを盛り上げていきましょう‼　白川会員

・すみません。最後まで例会を参加できません｡ 大和田会員

・新年度スタートです｡住川会長以下がんばりましょう｡ 岩本会員

・新しい年度になりました｡今期もよろしくお願いします｡ 岡橋会員

・今期の会長はじめ皆々様がんばって下さい｡ 伊泊会員

・誕生日お祝いありがとうございました｡峠会員 ・H.C.例会欠席のお詫び｡清水会員

・6月はバタバタしており出席が出来ず､すみませんでした｡お陰様で何のｸﾚｰﾑも出ず､

　無事運営終りました｡6月は約2万名の飲食を提供出来ました｡ 北野会員

今期累計額

≪　会長の時間　≫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　住川　奈美

皆さん　こんにちは。２０１９－２０２０年度　会長を仰せつかりました住川です。

とうとうこの日が来てしまったのかという思いです。

以前から私は大きな事　大学受験や国家試験など近づいてくると、何か起こってす

べて無かった事にならないかと願う性格でした。が、いつも何も起こらず事が過ぎ

ていきました。今回も同じで今日の日を迎えました。

　我、大東中央ロータリーは６名の新入会員を迎え、例会場もホテル阪奈に代わり、

時間もお昼例会となる大変革を迎えました。

すがすがしい緑の中で行う例会は、やはり気分がいいですね。

　さて､私は２００８年　伊泊会員の勧めで入会させて頂きました｡当時ロータリー

は私にとって特別な集まりという思いがあり、そんな所に入れるのかという感じで

した。ロータリーは全く知らなかった訳ではなく、小学生の時作文でロータリー賞

当　日　計 ¥63,000

¥63,000

ニコニコ箱
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を頂いた事を思い出しました。それも先日　大東市の市子連の表彰式に岩本会員に

誘って頂いたときに思い出しました。

　入会して１年経つ頃から､だんだんと仕事に理由をつけ休会するようになり､３年

くらい名前だけの会員となってしまいました。理由はなかなか自分の居場所を見つ

けられない､役割を見つけられない､だから楽しくないと思ってしまいました。そん

な私が例会に行くようになったのは､川西会員からSAAを依頼された事、また職業奉

仕委員長を任された事です｡役は人を創るというのは､そういった事かもしれません。

RI会長の今年度のテーマ　ロータリーは世界をつなぐ　は、そういった人と人のつ

ながりを大切にすることが１本の糸となり、会員一人一人が繋がり、１本の太い糸

となり繋がっていく事を大切にしていく事と思っております。

これから１年、未熟ですが精一杯頑張りますので宜しくお願い致します。

[幹事報告]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事　　北田　宗男

理事会報告 2019年7月3日　ホテル阪奈　例会前11：30～

出席者　住川、北田、岡橋、荒金、大東、岩本、西垣、白川、川西、大和田

１、審議事項

①出前事業について　　承認　　　上程　職業奉仕委員会

9月6日(金)四条中学において実施する。14時15分集合

講師4名を委員長が選任し後日公表する。

②事務局有給休暇について　　承認　　上程　幹事

事務局より8月2日(金)に取得したいとの申し出により

２、協議事項

①クラブビジョンの策定について　　会長

RIや地区同様にクラブでもビジョンを掲げよとの要請に伴い

フォーラム等で議題に揚げ意見を募り、ビジョンを会員から公募し

クラブビジョン最終案を考案していく。

３、報告事項

幹事

●ロータリークラブセントラルを活用したクラブ活動進捗管理説明会が

8月26～30日の間に地区事務局で開催されます。時間は15～17時

会長、幹事、広報委員長、事務局員の4名で参加致します。

2019～2020年度 ７月度 理事会 議事録
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●例会開催案内プレートを阪奈ホテル玄関前に掲げます。時間表記が違うので

　変更は仮で貼っておりますが、変更の金属プレート等を考えます。

　例会ボックスを川西SAAの会社の方に修理してもらいます。

大和田委員長

●近日中に委員会を開催いたします。

白川委員長

●台中南門RCの25周年式典が11月12日に開催されます。13日は、観光をと

先方は考えておられます。内容等を考案し募集したいと考えます。

ご参加お願い致します。

●ロータリー財団の寄付の集め方を今期は、分割で行う事を考案中です。

岩本委員長、大東委員長

●7月17日(水)に青少年奉仕と親睦活動委員会とで合同委員会を開催いたします。

西垣会計

●本日の卓話で、予算内容を会員に説明します。

住川会長

●7月24日(水)に会長主催の理事懇親会を開催いたします。

場所は、大阪ヒルトンホテルの２階「川梅」を予定しています。

〔委員会報告〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018-19年度幹事　岡橋　由佳

理事会報告 2019年6月26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、森原、庵谷、白川、岩本、大東、岡橋

・岡橋幹事より、

　2018-19年度の皆勤賞9名、記念品は5,000円程で選んで頂く事を承認されました。

・親睦活動委員会より、

　移動例会及び新会員歓迎会について決算(案)が承認されました。

・西垣会計より、

　5月会計が承認されました。

2018～2019年度 最終理事会 議事録
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荒金前会長より住川会長へゴングの引継ぎが行われました。

 前年度 荒金会長･岡橋幹事一年間お疲れ様でした！

●））先週の卓話（（●

◇会長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住川　奈美

　来る５月、平成という年号が終わりを告げ、新しい時代が産声を上げます。

この記念すべき大きな区切りに、大東中央ロータリークラブ　第２４代会長を拝命

いたしまして、重圧に身の引き締まる思いでございます。　同時にこのような機会

を下さいました事に深く感謝するとともに、改めて微力であっても持てる力を注い

でいこうと思っております。

　３月２日にPETSに参加させて頂き、自分が今まで感じていたロータリーが、いか

に浅く軽いものであったのかと反省させられました。

他クラブとの交友では、規模の大きさ、会長の就くことの重大さに驚きました。

RI会長（マーク・ダニエル・マローニー）のビデオメッセージを見せて頂き、人間

としての深さを感じ、ロータリーの大きさ、深さに大変感動致しました。

２０１９－２０２０年度RIテーマは

　　　　　　　　　　　　　　『ロータリーは、世界をつなぐ』です。

―  新 年 度 活 動 方 針  ―
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ロータリーのビジョンは、

『私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、持続可能

な良い変化を生むために、人々が手を取り合って行動する世界を目指す。』

２０１９－２０２０年度　大東中央ロータリーのテーマは、時代の区切りとともに

　　　　ロータリーのビジョンを再び理解し、会員の絆を深めよう　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、致しました。

今､小さな大東中央ロータリーが､新入会員を迎え活気に沸いています。この活気が

いつまでも､そして増々熱くなるよう絆を深めていかなければなりません｡それには、

ロータリーのビジョンを知り、理解をし、共感し、その上で会員相互の絆が結ばれ

る事だと思っております。また、例会に会員家族の出席を呼びかけていきましょう。

個々のクラブが絆をしっかり結ぶことで､世界のロータリーの絆が生まれ､RI会長の

提唱された、テーマ　ロータリーは世界をつなぐ　が実をむすんでいくのだろうと

理解しています。

２０１９－２０２０年度　　　クラブ年次目標

１　　クラブビジョンの策定

２　　会員基盤の強化

３　　ポリオ撲滅への協力　　（広報活動等）

４　　ロータリー財団への寄付

　　　　　年次寄付　　　　　１人あたり１５０ドル

　　　　　ポリオ基金　　　　１人あたり５０ドル

　　　　　恒久基金　　　　　ベネファクター　　　各クラブ１人以上

５　　米山記念奨学会への寄付増進

　　　　　　　　　　　　　　　１人あたり３万円

　　　　　　　　　　　　　　　（特別寄付２５,０００円　普通寄付５,０００円）

６　　公共イメージの向上

　　　　　　　　　　　　　　　　My　Rotary　　登録率　　　６５％

　　　　　　　　　　　　　　　　クラブセントラル活用率　　 ７５％

７　　会員純増　５名
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◇幹事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北田　宗男

2019～20年度住川会長の下、幹事を務めさせていただきます。

入会以降多くの経験と会員皆様方との友情を以て今日までクラブに在籍させて頂き

大東中央ロータリークラブをより良い方向と運営を会員皆様と共に考え実行する所

存で御座います。RIテーマ「ロータリーは世界をつなぐ」我々が世界で､地域で､自

身で持続可能な変化を生むため手を取り合って行動する世界を目指すという様に、

奉仕することで､相手に「良い」変化をもたらすことが出来るのかを目指し､クラブ

テーマである「ロータリーのビジョンを再び理解し、会員の絆を深める」につなげ

るには､会長の想いと委員長の想いを理解しよりベストな答えを導き出し世界､地域

に貢献できる奉仕事業をロータリーの理念、理想に沿った考え方で実行して行かな

ければならないと考えます｡内部的には､よりロータリーの理解を深める企画の推進

と会員間の親睦が必要だと考えます。良いクラブを目指し､素晴らしい1年となりま

す様に共に歩みたいと思います。

◇会計
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西垣　文雄

本来、会計の重任は宜しくないと思うところですが会長からのご要請により引続き

お引き受けすることにいたしました。本年度も何卒宜しくお願い申し上げます。

一昨年度減少した会員も会員増強特別委員会のご活躍により今年度は25名の会員に

て出発することとなりました｡また､例会場・例会時間も変わり気持ちも新たにロ―

タリー活動に励まねばならないと思うところです。

さて、本年度の予算等に付きましては別紙にてご案内しているところですが一般会

計の収入の部について、従前は年会費と奉仕分担金、親睦会費を併せお願いしてい

ましたが本年度は会費と地区大会資金（上期のみ）、及び米山奨学普通寄付金のみ

のご請求となります。

支出の部について、会合費は一日当たりの費用に変わりはありませんが人数の増加

を加え180万円計上いたしました。

ロータリー資金は前年並みの為替レート110円による費用となります

委員会費はクラブの充実策として、会員増強、研修に力点を置き夫々10万円の予算

を計上いたしました。

また、従前親睦委員会費より賄っていた慶弔費等を本会計に組み込むこととし新た

に計上することになりました。
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次に、臨時的費用として今年台中南門RCの周年事業が行われるのでそのお祝い金を

委員会費に計上いたしました。その他は前年に準ずるところです。

その結果全体の収支は収入783万円、支出813万円で約30万の支出超過となります。

従って前年度繰越金約260万円（推定）は本年度約230万円程度の繰越金になる予定

でございます。

次に奉仕部門では前年のニコニコ箱の実績が約63万円強でした。今年度は会員数も

増えたことを考慮し目標を80万円と致しました何卒ご協力のほど宜しくお願い申し

上げます。支出については去年のニコニコ箱が63万円ですのでこれが基準になると

ころですが奉仕活動はクラブの根幹をなすものであり、今期は新メンバーも迎え積

極的に奉仕活動を推進することとし、繰越金約170万円もあるので減額はせず100万

円を予算計上いたしました｡予備費5万円、特別積立金は従前同様50万円引き当てし、

約95万円の次期繰越金になろうかと思います。

親睦会計については大幅に方針が変わり親睦会ごとに参加者による実費負担となり

ましたので収支の予算案は計上しませんが若干の繰越金がありますので委員会、理

事会でご協議いただき適切なご利用をお願い致します。

◇ＳＡＡ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川西　津音夫

住川会長の基、SAA（会場監督）を拝命致しました。

新しい会場をホテル阪奈に移し、また昼の例会として新たにフレッシュな気持ちで

明るく楽しくそして品格のある例会会場にしたいと考えております。

一年間、１００％出席したくなるような雰囲気づくりを心掛けたいと思います。

大東雅代副SAA共々頑張って参りますので､会員の皆々様のご協力をよろしくお願い

致します。

　お誕生日おめでとうございます
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