
＊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 ： 「ロータリー職業奉仕 その根幹」  

閉　会　点　鐘 ：  13:30

月 日の例会の記録

： 名

： 名

： 名

： 名

： ％

： ％

％

今月のお誕生祝

　　岩本・東坂・田中・北田・大東　各会員

・2/29㈯ 地区Ｒ財団 補助金管理セミナー 庵谷･森原･岡橋･吉村

14：00～17：00　追手門学院大阪城ｽｸｴｱ（大手前ﾎｰﾙ）

講師：地区職業奉仕委員長 山崎 修一 氏  

担当：職業奉仕岡橋由佳委員長

次週のお知らせ
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会　員　数

出　席　者　数

卓話 ： 「広報・公共イメージ向上セミナーで学んだ事」　岡橋 由佳 会員

12月4日 修正出席率

出　席　率

出席規定免除者数

欠　席　者　数

28 ・1/22㈬　  　　      休会日　　　　　          　　　　

　　2019～2020年度

1065 1 152

 　　国際ロータリー・テーマ

 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】

終了式18：00～19：00 歓送会19：00～21：00 シェラトン都大阪ホテル

13：00～17：00　追手門学院大学　茨木総持寺ｷｬﾝﾊﾟｽ

・2/15㈯ 2020-21年度地区チーム研修セミナー　青田・田中

9

17

・2/29㈯ 米山奨学生終了者歓送会　岩本・ﾌｫﾝ

74.07

・2/12㈬　  　　      休会日　　　          　　　　　　

・2/5㈬　　　　卓　話　：　白　川　会　員　  　　　　　　

・1/29㈬　 　　卓　話　：　岡　橋　会　員　  　　　　　　

68.00
65.38
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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 

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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・皆様明けまして、おめでとうございます。あと半分会長頑張ります。　住川会員

・“年女”です。今年も宜しくお願いします。　大和田会員　

・今年も宜しくお願いします。　北田・大東両会員

・本年もどうぞよろしくお願い致します。　川西・田中両会員

・令和二年の新年を寿ぎ。　西垣会員

・あけましておめでとうございます。佳き年になりますように！　青田会員

・あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。　多田羅会員

・令和二年あけましておめでとうございます。　糸川・岩本・樋口・庵谷各会員

・2020今年もよろしくお願いします。　岡橋会員

・来年も皆様の御健康と御多幸を心より祈念しております。　白川会員

・明けましておめでとうございます。素敵な天候で新しい年に…今年も宜しくお願

いします。　荒矢会員

・傘寿のお祝いを頂いて。　東坂会員

今期累計額

≪　会長の時間　≫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　住川　奈美

　新年明けましておめでとうございます｡皆さん､どんな新年をお迎えだったでしょ

うか。

さて､年末から年始にかけて､テレビを賑わしていますのが、カルロス ゴーン氏｡逃

亡事件の是非は､ともかくとして、やはり日本人の感覚ではないなあ､まるで映画を

見ているようだと思ってテレビ報道を見ていました。保釈される際の変装であった

り､楽器を運ぶトランクに隠れ､プライベートジェットで日本を離れ､私は､レバノン

にいると言う声明を世界に向け出す｡まるで007の世界､事件の重さより､その発想に

びっくり致しました。考え方の道筋がやはり人種により様々ですね。

日本人は､やはり日本古来の風習や考え方､道徳なるものを薄れてきているとはいえ､

大切に守られているように思います。

お正月には､家族が集まり､おせち料理を食べ､初詣に行き､おみくじを引く｡私は､生

駒高山町､茶筅で有名なところに住んでいますが､そこに重要文化財の高山八幡宮と

いう神社があります。普段は犬の散歩で周りを歩きますが､元旦､孫と初詣に行き、
せがまれておみくじを引きました。去年は大吉だったのですが､今年は吉､娘婿さん

が小吉で､吉と小吉、どちらがいいのという話になりました｡

で､おみくじの由来や順番を調べてみました。

神社本庁公式神道のいろは  では、大吉、吉、中吉、小吉、末吉、凶、大凶となる

らしいです。別の区分では、吉の位置が前後するようです。どちらにしても、吉凶

で一喜一憂するのではなく、おみくじに書かれてある内容を自分自身の行動に照ら

し合わせ、今後の行動の指針としていく事が大切なようです。私のおみくじの内容

の一つに残花終結実とありました。ざんか、ついにみをむすぶ、と読むようで今ま

ではあだ花にて実を結ばず残りの花にてやっと結ぶなり。このみくじに当たる人は、

春風に氷の溶けるように今まで難苦労せしも、目上の人の引き立てによりおいおい

立身し、これよりの苦労も消えるべし。と、ありました。

是非、目上の会員の皆様、どうぞお引き立てのほう、宜しくお願い致します。

当　日　計 ¥41,000

¥635,000

ニコニコ箱
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[幹事報告]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事　北田　宗男

理事会報告 2020年1月10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、白川、岩本、大東、川西、西垣

審議事項 

①下期年会費について 承認 上程者 北田

　会費120,000円、米山奨学普通寄付2,500円合計122,500円とする。

②地区資金後期分について 承認  上程者 北田 

　8,500円×28名分一般会計地区資金より拠出する。

③新入会員入会について 承認  上程者 北田 

  理事､役員全員が､大川卓也氏の入会申請書を承諾致しましたので、細則第13条

　第5節により1月15日の例会で全会員に告知し1月22日迄に異議の無い場合､入会

　手続きを致します。 

④クリスマス例会決算報告について  承認  上程者 大東 

　収入として会合費より73,000円､登録参加費285,000円､米山奨学会計より18,700

　円親睦活動予算より16,000円合計392,700円｡支出として食事代21名分357,000円、

　サービス料35,700円合計392,700円となりました。

⑤12月度会計報告について　承認　上程者　西垣

　別紙参照

⑥4月のスケジュール変更について　承認　上程者　北田

　ロースターでは､4月8日(水)が合同例会となっておりましたが､記載の誤りで正し

　くは4月14日(火)が合同例会となります。よって8日は休会とし15日(水)の例会日

　が14日（火）に移行します。

協議、報告事項

北田幹事　　　事務局複合機のリースアップに伴い新規にリースを行うか現状機

　　　　　　　を継続するかを協議し、当分現状のまま続行する。不具合が出た

　　　　　　　場合は、大川総業、大東RCにお借りする。

岡橋委員長　　15日の卓話で地区の職業奉仕委員長が訪問されますが、食事代は

　　　　　　　会合費より拠出させて頂きます。

大和田委員長　1月25日大東キッズプラザへ訪問してきます。

白川委員長　  会員の90%の方にＲ財団寄付をして頂きました｡新入会員の方には

　　　　　　　Ｒ財団、米山寄付金についてより以上に理解してもらう様努めて

　　　　　　　まいります。

　　　　　　　台中南門のグローバル補助金事業の申請が少し遅れて居ります。

岩本委員長　　3月15日(日)14時より開催の大東市こども育成連絡協議会総会に

　　　　　　　出席して参ります。

住川会長　　　ロータリークラブ事業に於いての外部資料につきましては、必ず

　　　　　　　理事会の承認を得る様にお願いしたい、と共に大切さを再認識し
　　　　　　　て頂きたい。

2019～2020年度 1月度理事会 議事録
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岡野　慎司会員　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。

ロータリー財団より、称号が贈られました

☆恒久基金ベネファクター

住川 奈美 会員

☆マルチプル・ポール・ハリス・フェロー　

川西　津音夫 会員2回目

大和田　雅江 会員2回目
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原稿が遅れたので、今週の週報に掲載致します。

●））12/4の卓話（（●

◇会計
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西垣　文雄

　一般会計の収支ついて、収入の部では新会員の入会により当然のことながら予算

より増収となっています。若干の未収金がありますが年内には解消の予定です。

年次寄付について、ロータリー財団はまずまずの推移ですが米山奨学の特別寄付は

若干低調となっています。　支出の部は予定通りの支出で推移となっています。

　奉仕部門ではニコニコ箱の収入が80万円の予算に対し11月末現在で53.7万円と順

調に推移しており誠に有難く思っています。　

支出では国際奉仕が台中南門の25周年のお祝い等で若干の予算オーバーが見込まれ

る状況ですが全体の収支としては懸念されるものではありません。

　親睦委員会会計は上半期での動きはありません。地区補助金会計、米山奨学会計

は予定通りの収入・支出となっています。以上ご報告いたします。

●））先週の卓話（（●

大和田　雅江　会員

今年の干支は”ねずみ”。

十二支の一番手です。

そうなったのには、こんな由来話があります。

昔々の大昔、ある年の暮れ、神様は動物たちに向かって言いました。

「元旦の朝､新年のあいさつに来い。一番から十二番までは順番に一年の間､動物の

大将にしてやるぞ。」

足の遅い牛は夜のうちに支度をして出かけました。

それを小屋の天井から見ていたねずみは、ぽんと牛の背に飛び乗り、門が開くやい

なや背中から飛び降り、ちょろちょろ走って一番になりました。

― 　半　期　報　告　 ―

年女 年頭所感
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悔しがったのは猫です。ねずみに教えられて一日遅れてあいさつに行き、門番に顔

を洗って来いと言われてしまいました。

それで今でも猫はねずみを追いかけ、顔を洗うんだそうな。

ねずみのすばしっこさ、ずる賢さが伝わる話です。

又、ねずみは大黒様の使いともいわれた。

ねずみがいなくなるのは、火事や地震の前兆だという言い伝えがある。

年寄りとねずみの居らぬ家にろくな事はないということわざもあります。

～日本の民話から～

“私が生まれてから12年間ねずみ年ごとに起きた出来事”

この10年が地球の未来を決めるといわれている。

10年後の干支2022年はどんな年か…。気候変動、水不足、貧困。

“ 見て見ないふりをしない ”で深くかかわっていきたい。

1948 年生まれ GHQ、経済安定、9 原則発表 

～   

1960 年（子） 新安保条約調印、カラーテレビ開始 

～ （1964 年） 東京オリンピック 

1972 年（子） 札幌オリンピック、日中国交回復 

～   

1984 年（子） グリコ、森永事件、植村直己遭難 

～ （1993 年） 大東中央ロータリークラブ発足 

1996 年（子） HIV 訴訟和解、O-157 食中毒 

～   

2008 年（子） 米国リーマン・ブラザーズ経営破綻、金融危機 

～   

2020 年（子） 現在、第 2 回東京オリンピック 
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