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新年明けましておめでとうございます。

昨年は、未熟な会長のために色々ご協力賜りまして、本当に

ありがとうございました。
あと半年、当初に掲げた目標を再度確認し、達成に向け努力

したいと思います。

会員増強もあと2名となりました。単に会員の増加に向ける

だけでなく、入会されて日の浅い会員のフォローにも心配り

を忘れないよう心がけていきたいと思います。

四条畷地区への働きかけ、同好会の設置、魅力あるクラブに

一歩でも近づきたいと思っております。

これからも、ご協力宜しくお願い申し上げます。

                   　　　　　　　　　会長　住川　奈美

 ロータリーは世界をつなぐ

クラブスローガン

【大きな輪になろう地域で愛されるロータリークラブへ】

 　　国際ロータリー・テーマ
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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

1063 元 12 11

1064 2 1 8

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
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開　会　点　鐘 ：

ロータリーソング ：

来　客　紹　介 ：

会  長  の  時  間 ：

諸　　報　　告 ：

閉　会　点　鐘 ： 　

月 日の例会の記録

： 名

： 名

： 名

： 名

： ％

： ％

％

　お客様：

　米山奨学生　フォンカーマンさん

　オブザーバー　岡野慎司様

月 日の例会の記録

： 名

： 名

： 名

： 名

： ％

： ％

％

　お客様： 今月誕生祝

　米山奨学生　フォン カーマンさん 今期累計額

 12:30

「奉仕の理想」

　親睦活動委員長

　会　　長

　幹事、各委員長、出席報告、ニコニコ箱

今期累計額 ¥594,000

 13:30

次週のお知らせ

12 11

11月27日 修正出席率 60.86

66.66

出　席　率 72.00

・今年もお世話になりました。来年もよろしくお願いします。荒金会員

・メリークリスマス。岩本・大和田・樋口各会員　・初めてのｸﾘｽﾏｽ会楽しみです｡吉村会員

・令和元年最後の例会今年も１年色々と御協力頂き有難うございました。白川会員

・残りの半期もよろしくお願いします。メリークリスマス。岡橋会員

当　日　計 ¥30,000

出　席　者　数 18

欠　席　者　数 7

・本日のXmas例会の楽しみにしています。荒矢・伊泊両会員

・前期終わりました。後期も宜しくお願い致します。北田会員

・すばらしいお店でｸﾘｽﾏｽ例会楽しみます。西村会員

・親睦さん楽しいｸﾘｽﾏｽ会を有難う。西垣・川西両会員

・ｸﾘｽﾏｽ例会多数ご参加ありがとうございます。大東会員

会　員　数 27 ・久しぶりにﾆｺﾆｺです｡久し振りのﾆｺﾆｺは新鮮です｡峠会員

出席規定免除者数 2

「 年 頭 所 感 」住川会長
年男（森原会員・北野会員・脇本会員）・年女（大和田会員）

 卓話　： 「ロータリーの職業奉仕 その根幹」
  講師：地区職業奉仕山崎委員長
  担当：職業奉仕岡橋委員長

卓　　　　　話 ：

12 4

会　員　数 27 ・来週ｸﾘｽﾏｽ例会楽しみです｡皆様ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ気をつけて一緒に行きましょう｡住川会員

出　席　者　数 17

欠　席　者　数 8 ・来週はｸﾘｽﾏｽ例会です｡皆様出席宜しくお願い致します｡大東会員

・寒くなりましたね。風邪をひかない様に頑張りましょう。岡橋会員

出席規定免除者数 2

出　席　率 68.00 ・寒くなりました。風邪を引かない様に体を大切に｡西村会員

・今年のホテルでの例会は今日で終りです。ホテルに変ってよかったです｡岩本会員

11月20日 修正出席率 72.00 ・誕生日祝いを頂いて。大和田会員　・新しい月を迎えて。樋口会員

・来期の役員・理事の体制が決まりました。がんばります。庵谷会員

84.00 ・今年ホテル阪奈での例会は最後です｡来年も宜しくお願いします｡ 荒金会員

当　日　計 ¥27,000

大和田･庵谷 両会員 ¥564,000

・よろしくお願いします。多田羅会員　・参加できた事に感謝して。荒矢会員

・お誕生日おめでとうございます。吉村会員

出 席 報 告 ニコニコ箱

ニコニコ箱出 席 報 告

- 2 - Daito Chuo Osaka Japan



≪　会長の時間　≫（12月4日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　住川　奈美
１２月に入りました。今回と来週で令和元年の例会が終わる事になります。
私の会長という大役も半分終わったという気持ちも見え隠れ致しております。
５月１日に元号が令和になってから、話題になった事をあげていきたいと思います。
５月　　　　　１２６代天皇即位　　　元号　令和に。
　　　　　　　大津市で車同士の事故に保育園児が巻き込まれ、園児２名が死亡
　　　　　　　トランプ大統領が令和初の国賓として来日
６月　　　　　老後資金2000万円必要という報道が流れる
　　　　　　　サニブラウンが100ｍ9.97の日本新記録
　　　　　　　Ｇ２０サミットが大阪で開催
7月　　　　　仁徳陵など百舌鳥、古市古墳群が世界文化遺産に登録
　　　　　　　京都アニメーション放火　３６人死亡
8月　　　　　ゴルフ渋野日向子が全英女子優勝
　　　　　　　あおり運転　高速道で
9月　　　　　第４安倍改造内閣　発足
　　　　　　　ラグビーＷ杯日本大会　日本は８強へ
10月　　　　　消費税10％スタート
　　　　　　　ノーベル化学賞に吉野彰さん
　　　　　　　台風１９号が日本上陸　　死者91人
　　　　　　　緒方貞子さん　死去
11月　　　　　桜を見る会　　中止
　　　　　　　ローマ教皇が38年ぶり来日　核廃絶を
今年もあと１ヶ月を切りました。　　平和な日本を願います。　　　

[幹事報告]
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事　北田　宗男

理事会報告 2019年12月4日　ホテル阪奈　例会前11：30～
出席者　住川、北田、庵谷、岡橋、大和田、荒金、岩本、大東、川西、西垣

審議事項 

①次年度理事役員選考について 承認 上程者 住川

　指名委員会委員長住川より下記の者を2020～21年度理事役員として決定した旨を

　うけ年次総会に人事案件として上程する事を承認した。役員として会長庵谷和宏

　会長エレクト森原正樹 副会長白川初美 幹事大和田雅江 会計北田宗男  SAA大東

  雅代、理事として職業奉仕　荒矢恵子　社会奉仕岡橋由佳　国際奉仕吉村悦子　

  青少年奉仕  荒金正之　親睦活動清水順一　直前会長住川奈美。

②大阪桐蔭高校卒業式祝金について 承認  上程者 住川 

　上記祝金として1万円を一般会計委員会費その他より拠出する。1月25日挙行

③クリスマス例会事務局員参加費について 承認  上程者 北田 

　上記例会での参加費用17,000円を一般会計会合費より 拠出する。

④事務局冬季休暇について  承認  上程者 北田 
　12月24日～1月3日までとし、1月6日より出勤
⑤新入会員歓迎会決算報告について　承認　上程者　大東
　11月1日開催の新入会員歓迎会での参加費において事務局員は会合費より5,000円
　新入会員5名分は、親睦活動委員会会計より20,000円を拠出する。

2019～2020年度 12月度理事会 議事録
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協議、報告事項

川西SAA   例会時のタスキ掛けの理由の説明

　　　　　誕生祝の流れをバースディソング、祝い品、挨拶の順に変更します。

北田幹事　新入会員岡野氏の入会式を1月の例会時に行います。

　　　　　クリスマス例会ではオブザーバーとして参加して頂きます。

住川会長   1月10日に開催される大東商工会議所新年互例会に出席致します。

大和田委員長　11月30日に開催された地区公共イメージ向上並びにクラブビジョン

　　　　　　　策定セミナーに岡橋委員長と参加してきました。ロータリーの公共

　　　　　　　イメージ向上を、各クラブがマスメディアを用いた広報活動行って

　　　　　　　貰いたい趣旨の要請を受けた事と今後国際ロータリーでは、国連と

　　　　　　　の歩調を合わせた運動に成って行くと云う報告を受けました。

岩本委員長　　「だいとう昔がたり」を寄贈しに図書館へ訪問。

　　　　　　　公立のこども園は配り終えたので､次は私立のこども園､地域の会に

　　　　　　　配布したい。

　　　　　　　Jcomケーブルテレビに取り上げてもらう方向です。

●））12/4の卓話（（●

◇職業奉仕委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　　岡橋　由佳

1、9月6日大東市立四条中学校に於いて　住川会長、西垣会員、清水会員、北野会

　員で、出前授業を行いました。

前期の活動は以上ですが、後期は地区委員長にお越しいただき、職業奉仕への理解

を深めることが出来るようなお話を伺うことを計画しています。

◇社会奉仕委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　　大和田　雅江

目標とした子供の環境をよくする奉仕活動として以下を実行

①NPO法人 子どもセンターぬっく　…寄付5万円　（2019年10月）

②大東市立キッズプラザ　…寄付5万円（2019年10月）

③子ども食堂の支援については子ども食堂が休眠となったため、実行できなかった

　その代替えとして”元気でまっせ体操”へ（2019年11月）、ゲームの景品代とし

　て5万円寄付

④大東市民まつり　…協力金として寄付5万円（2019年8月）

⑤薬物乱用活動支援については、ロータリークラブとして16年間約10～13万円をテ

　キスト代として寄付してまいりました。薬物乱用については大きな社会問題にな

　っており、民間だけで取り組むには限界があり、ロータリークラブとしても代々、

　社会奉仕委員会が毎年編成されることもあり、責任をもって続けるのは限界があ
　ると考えました。地域の薬剤師会が薬物乱用防止に活動を行っており、その活動

　に引き継ぎをしていく方向で、これまで代表として献身的に活動をされてきた大
　内様と互いに確認しました。今年度中には結論をご報告できると思います。

― 　半　期　報　告　 ―
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◇国際奉仕委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　　白川　初美

双子クラブ委員会では、11月12日に開催されました、台中南門ロ－タリ－クラブ25
周年記念式典に当クラブより７名と会員の家族合わせて９名で参加させていただき

ました。

また台中南門クラブがすすめている、南投県芬園郷の小学校に訪問し、スマ－トク

ラスル－ム整備プロジェクトに国際共催クラブとして寄付をしました。

ロ－タリ－財団、米山奨学のご寄付のお願いにつきましては、クラブ会員全員参加

を目標に掲げて例年より早い時期に会員様にお声かけをさせていただき、会員様の

ご協力のもと全会員数の9割近くの方々にご寄付を賜り、心より感謝しております。

ご協力いただき大変ありがとうございます。

来週の例会までには全会員参加を達成したいと思っておりますので、ご協力のほど

宜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

7月12日　第35回青少年健全育成市民大会

         主催 大東市・大東市教育委員会

         場所 大東市民会館

         記念講演　「地域で支える再非行防止」

　　　　 大阪保護観察所　所長　古川芳昭氏

　　　　 出席者　岩本　大東

7月21日　令和元年度　夏季オープニングセレモニー

　　　　 主催　大東市青少年協会

　　　　 場所　大東市野外活動センター

　　　　 出席者　岩本　吉村

8月31日　地区クラブ青少年奉仕活動委員会

　　　　 場所　大阪YMCA会館

　　　　 出席者　岩本

10月11日　第34回大東市子ども会フェスティバル参加作品の審査

　　　　  場所　教育委員会会議室

　　　　  出席者　岩本
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11月3日　第34回大東市子ども会フェスティバル広報作品表彰式典

　　　　 場所　総合文化センター　市立公民館

  　　　 上記コンクール作品に対しロータリー賞を授与・・・①

　　　　 作文コンクール応募作品の中からロータリー賞授与・・・②

　　　　 ①と②の事業に対し8万円の支援金を贈呈

　　　　 出席者　庵谷　岩本

11月21日　民話集だいとう昔がたり

　　　　　大東市に対し寄贈

　　　　　大東市市長より感謝状授与

　　　　　出席者　住川会長　北田幹事　岩本青少年奉仕委員長

民話集　 「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5800）

　　　　　中学校（生徒2900）及び市市立図書館3館、及び市内各自治会（51）

　　　　　に配布し市内に伝わる民話を広く知って頂く。

　　　　　地区補助金制度を活用しました。

◇親睦活動委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　　大東　雅代

11月1日、新入会員（樋口会員、峠会員寺田会員、脇本会員、多々良会員）

5名の歓迎会をまんまやで行いました。

今後、12月11日に大阪聘珍楼にて、クリスマス例会を行う予定です。

これからも会員の皆様に喜んで頂ける内容にしていきたいと思っております。

宜しくお願い致します。

◇SAA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川西　津音夫

住川会長よりSAA(会場監督)を預り､年甲斐もなく目も耳も不自由の中、皆様の協力

のもと半年が過ぎ去ろうとしています。

例会場もホテル阪奈に移り、まずは初心に戻り少しは品格のある、そして明るい楽

しい会場作りに心がけました。

SAAのタスキをかけ、親睦委員、ニコニコさんにも協力をお願いし､例会場の入口に

立ち、お客様・会員様をお迎えする様お願い致しました。そして携帯電話の電源を

切るか、マナーモードにして頂き、例会中食事以外の時間は私語を慎んで頂く様お

願いをしてきました。

私の司会で聞き苦しい面など多々あると思いますが､あと半年大東副SAAと共に精一

杯努めさせて頂きますので、皆様の心暖かい御支援よろしくお願い致します。
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◇幹事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北田　宗男

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

と所信に書かせて頂きました。半年が経ち、住川会長のリーダーシップと理事会

メンバー、そして会員の皆様のお陰で、素晴らしいクラブと成り替わって来たの

ではないかなと感じて居ります。実施させて頂いた会員満足度調査に於いて会員

である７割の方がクラブそしてロータリアンであることに満足して居るという結

果が出て居ります。反面、職業のネットワークづくりが出来ない、自身の意見が
クラブに反映されてると感じないといったご意見も御座います。後半はより会員

間の距離を縮める事が出来る活動を図っていきたいと考えて又その中から「ロー
タリーの奉仕活動を理解する」方策を理事会メンバー共々で考案していきたいと

思います。ロータリアンとしての価値を向上させ、周りの方々に共感してもらえ

る活動、運動が出来るより良いクラブを築き上げたいと考えます。ご協力お願い

申し上げます。

◇会長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住川　奈美

7月  RI3ゾーン   戦略セミナー  出席

9月  地区ロータリー

     財団セミナー 

     四条中学 出前授業

10月 くずはロータリー45周年記念    

11月 台中南門ロータリー25周年  参加

     大東昔がたり   完成   市長から感謝状

会員増強特別委員会と共に会員増強を推進。

3名の新入会員を迎えた。目標は5名なので、引き続き後半頑張りたい。         

[幹事報告]（12月11日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事　北田　宗男
12/11年次総会にて承認いただきました。

会　長 庵谷　和宏 職業奉仕 荒矢　恵子

会長エレクト 森原　正樹 社会奉仕 岡橋　由佳

クラブ奉仕(副会長) 白川　初美 国際奉仕 吉村　悦子

幹　事 大和田　雅江 青少年奉仕 荒金　正之

会　計 北田　宗男 親睦活動 清水　順市

S.A.A 大東　雅代 直前会長 住川　奈美

2020～2021年度　理事・役員
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米山奨学金授与
お誕生日おめでとうございます。

クリスマス例会
2019年12月11日(水) ヒルトンプラザ聘珍樓
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