
＊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 ：  「 思い付きの話題でごめんなさい　」　田中　正美

閉　会　点　鐘 ：  13:30

月 日の例会の記録

： 名

： 名

： 名

： 名

： ％

： ％

％

　　2019～2020年度

1048 7 24元

 　　国際ロータリー・テーマ

 ロータリーは世界をつなぐ
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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 

72.72

3

6月26日 修正出席率

出　席　率

25会　員　数

出　席　者　数 大阪社会福祉指導センター　14：00～16：30

出席規定免除者数

・9/14㈯ ロータリー財団セミナー

大阪府立青少年海洋ｾﾝﾀｰ 8/24開始11：00 8/25解散12：00

14：00～17：00　大阪ＹＭＣＡ会館2Ｆホール

   阪奈C.C GR前半9:20～12:00 例会12:30～13:40 GR後半例会終了後 表彰式

・7/31㈬　　　　　　　　　休会日　　　　　　　　　　　　

・8/28(水)　ゴルフ同好会

次回（8/7）のお知らせ

7 10

卓話 ： 「 三住建設の生い立ち　」　東坂　巖

72.72
72.72

・8/7㈬　　　卓　話　担　当　：　東　坂　会　員　　　　　　　　　　　　

・8/14㈬　　　　　　　　　休会日　　　　　　　　　　　　

・8/24㈯～25㈰ ﾁｰﾑライラ研修・交流会

・7/27(土) 社会奉仕国際奉仕合同委員長会議 

欠　席　者　数 6

16

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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・阪奈ホテルに戻れて気持ちがいいです。 大和田会員

・昨日びわ湖テラスに行きました｡あいにくの雨で何も見えませんでした｡ 岩本会員

・糸川さん着物すてきです｡お体を大切にして下さいね｡ 白川会員

・快気内祝くず餅をどうぞ！ 糸川会員　・今日もよろしくお願いします｡ 大東会員

・皆様クラブ協議会活発なご意見をお願い致します。 住川会員

・新入会員のご承認宜しくお願い致します。　北田会員

・今日はニコニコの解説有難うございました｡北野様報告を宜しく｡ 西垣会員

・今日は参加出来た事に感謝して｡荒矢会員 ・新年度宜しくお願いします｡田中会員

・前回欠席ですみません。1年間よろしくお願いします。 西村会員

・先週喜寿のお祝い頂きありがとうございました。 川西会員

・入会させて有難う御座居ます。1年間がんばります。　樋口会員

今期累計額

≪　会長の時間　≫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　住川　奈美

１週間経つのは本当に早いですね。先週やっと１回目が済んで、実はその後会社に

戻ったのですが、夕方には会社を出て家に戻り、なんと何十年ぶりに昼寝というか

晩御飯の支度もせず､７時位まで寝てしまいました。多分 私なりに大変緊張してい

たんだと苦笑致しました。

今後　会長の時間に何を話ししていこうかと思いましたが、新入会員さんが多くい

らっしゃる事、また時代の流れの中でロータリー自体も形を変えていってい事を踏

まえ､さらには知識の乏しい会長自らの為に､【今更聞けないロータリー】をピック

アップして共に知識を深めていこうと思っています。以前　前会長のお休みの時に

ロータリー例会の始まりを告げる 点鐘についてお話致しました｡今日はニコニコ箱

の話をしたいと思います。

すでに新入会員さん２．３人から質問を受けておりました。

何書けばいいの？いくら　入れればいいの？

うーん、なにか卓話お願いします　とか　2000円くらいかなとか　　

ニコニコ箱はスマイルボックスとも言われ、例会場で会員が自由意志で善意の寄付

金をいれる箱です｡起源は東京説や大阪説あるらしいのですが､ロータリ特有のもの

です。

会員・会員家族・事業などの喜び事、お祝い事をにこにこしながら喜びを分かち合

う、また失敗したり迷惑をかけたりしたことをユーモアたっぷりに苦笑し例会を賑

わせて、親睦を図るためです。

集まったお金は　次年度の奉仕活動の資金とされます。

金額はそれぞれの善意を表現するためにふさわしい金額、つまり個々の喜びの度合

いの物差しであって、個々の会員さんが心が満足するならいくらでもいいという事

です。

また､ニコニコ箱の時間は例会の要であり､例会を楽しいものにする使命があります。

数多くのニコニコがユーモアやウィットで披露されれば、例会も楽しさが増し、次

回例会のニコニコへの誘因となります。

会員個々の喜びを知ることで、会員同士の絆が深まる事を期待致します。

会員個々の喜びを知ることで、会員同士の絆が深まる事を期待致します。

当　日　計 ¥29,000

¥92,000

ニコニコ箱
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[幹事報告]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事　　北田　宗男

理事会報告 2019年7月10日　ホテル阪奈　例会前12：20～

出席者　住川、北田、大東、岩本、西垣、白川、川西、大和田

１、審議事項

　　　①新入会員について

　　　　会員増強委員会より新入会員推薦書が提示され　推薦者へ質疑応答の後、

　　　　全会員に対し入会承認を求める書面(別紙)を配布する事に同意した。

２、報告事項

　　①2019～20年度卓話銀行について

　　　2660地区事務局より本年度卓話銀行の案内があり、利用されたい方は

　　　地区事務局にお申し出下さい。一般講師、ロータリアン講師合わせて

　　　31の方が居られます。謝礼は掛かりますが、卓話テーマに合った講師の方を

　　　選定して頂ければと思います。名簿等はクラブ事務局に置いておりますので

　　　精々活用して頂く様お願い致します。

　　②第18回ロータリー全国囲碁大会について

　　　RI公認の親睦団体であるロータリー囲碁同好会より、表題の大会を

　　　10月5日(土)に東京市ヶ谷の日本棋院本院1階対局室にて開催されます。

　　　参加料は､7千円で参加申し込みを承っております｡締切は9月27日であります。

　　　ご希望の方は、幹事までお願い致します。

〔委員会報告〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際奉仕委員長　白川初美

地区ロータリー財団セミナーのご案内が届いております。

日時：2019年9月14日(土)　開会14：00～17：00　

場所：大阪ＹＭＣＡ会館2Ｆホール

会長、ロータリー財団委員長が参加致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　双子クラブ委員長　田中　正美

双子クラブよりお知らせ

　姉妹クラブの台中南門RCの25周年記念例会が、2019年11月12日18：00～台中のホ

テルにて行われます。旅の行程は2019年11月12日、13日、14日の2泊3日となります。

参加されます会員は､2019年8月10日までに事務局まで、出欠の報告をお願いします。

締め切り日は厳守とし、以降の参加申込み及び出席申込み後の欠席はご遠慮下さい。

費用の方は人数により変わりますので､出席者にお知らせ致します。極力安く､安全

に行けるように努力します。

両クラブ親睦を深めるために多数参加下さい。ご家族参加もＯＫです。

詳しい内容は後日各会員宛に案内をファックスにて差し上げます。

2019～2020年度 ７月度 臨時理事会 議事録
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●））前回（7/10）の卓話（（●

◇クラブ奉仕委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　森原　正樹

　本年度のクラブ奉仕委員会はクラブの足元を見直し会員の皆様が楽しく例会に出

席でき、地域の方々や関係する各団体の方々にロータリークラブの活動を理解して

頂きたいと考えています。

　重点課題は親睦、会員増強、広報であると思っていますので、各委員会と連携し

移動例会やゴルフの会などの活動を積極的に行きたいと思っています。

　また、例会を充実させる為に出席､広報､プログラムの各委員長と協力し頑張って

いきますので、一年間協力の程宜しくお願いします。

◇職業奉仕委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　岡橋　由佳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代理委員　脇本紀人

職業奉仕の本年度の活動計画として、

今更の話ですが、会員の皆様に「職業奉仕」に関する理解を深めて頂けるように取

り組んでいきたいと思います。

先ず 私自身が、8月24日に行われる職業奉仕の委員長会議に出席し、

日本及び2660地区に於ける「職業奉仕」の考え方について勉強してきます。

9月には市内の中学校で出前授業を行うことから始め、他の委員会と協力しながら、

地域社会を取り巻く人たちのニーズに答えるような活動が去年に引き続き出来るよ

うに活動します。

一年間勉強させて頂く気持ちで頑張ります。よろしくお願いします。

―  新 年 度 活 動 方 針  ―
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◇社会奉仕委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　大和田　雅江

　2019年～2020年度、社会奉仕委員長を拝命しました。

　入会以来、チャーターメンバーではありますが、初めて社会奉仕委員として活動

をすることになりました。

目標として

　　　　①子供の環境を少しでも良くする為の奉仕活動を主観に考えます。

　　　　②今までの活動を見直し、委員会で討検しながら、会員の皆さまの意見も

　　　　　取り入れていきます。

具体的な活動項目については、委員会で深めて、都度会員皆さまの意見を取り入れ

決定していきます。

なお予算は30万をいただきました。

ロータリー財団も活用していきます。

①子ども食堂こひつじへの支援　　　　　　　５万円

②子どもセンターぬっくへの支援　　　　　　５万円

③キッズプラザへの支援　　　　　　　　　　５万円

④大東市民まつり寄付　　　　　　　　　　　５万円

⑤薬物乱用防止活動支援　　　　　　　　　１０万円

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　計　３０万円

◇国際奉仕委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　白川　初美

前年度に引き続き、国際奉仕委員長を務めさせていただきます。

前年度の反省を踏まえ、ロータリー財団、米山奨学、双子クラブの各委員長と協力

し合いながら、クラブ会員が一丸となって、今まで以上に地域貢献、世界平和に貢

献できるよう、努めてまいります。

米山奨学は全会員と奨学生のコミュニケーションをより深めていきたいと考えてお

ります。

双子クラブは11月に台中南門ロータリークラブの25周年記念に一人でも多く参加し

ていただき、双方の発展につなげていきたいと思っています。

ロータリー財団では、ロータリアンとして、地域社会、世界貢献に役に立てるよう

にクラブ全員参加の寄付を募りたいと思っています。

また､2020年6月には世界大会がハワイホノルルで開催されます｡(6月6日～6月10日）

クラブ全員参加を目指しておりますので、会員の皆様のご協力宜しくお願いします。
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◇青少年奉仕委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　岩本　静江

活動目標

　地域のニーズを受け止め、地域に根差した青少年の健全育成に努める。

本年度活動計画

1）プロジェクト名

　「だいとう昔がたり」出版

　　概要　大東市に伝わる50有余の民話を出版し、大東市内小学校

　　　　　（児童5,800人）中学校（生徒2,900人）及び市内図書館3ヶ所

　　　　　及び市内自治会50に配布し、市内に伝わる民話を広く知ってもらう。

　　予算

　　　　　492,480円

　　　　　RID２６６０地区補助金  　246,240円

　　　　　青少年奉仕委員会拠出金   246,240円

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

　　　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

　　①と②の事業に対し80,000円　の支援金を贈呈しています。

3）ライラ（2回）登録料　20,000円

　　合計350,000円

その他

　　大東市内の青少年活動に要請があれば参加協力します。

　　例　大東市青少年健全育成市民大会

青少年協会　オープニングセレモニーなど

クラブ協議会の様子
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