
＊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 ：  ｢国際奉仕月間に因んで グローバル補助金と地区補助金について｣

閉　会　点　鐘 ：  13:30

月 日の例会の記録

： 名

： 名

： 名

： 名

： ％

： ％

お客様： ％

有料老人ホームアーバニティ若水

施設長　高橋辰美様 今月誕生祝

米山奨学生：フォンカーマンさん 糸川・西垣・清水・寺田　各会員

担当：白川国際奉仕委員長

1月15日 修正出席率

出　席　率

出席規定免除者数

75.00

・2/29㈯ 米山奨学生終了者歓送会　住川・岩本・ﾌｫﾝ

63.63
76.00

4

14：00～17：00　追手門学院大阪城ｽｸｴｱ（大手前ﾎｰﾙ）

・2/29㈯ 地区ﾛｰﾀﾘｰ財団補助金管理ｾﾐﾅｰ　庵谷･森原･岡橋･吉村

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

欠　席　者　数

次回（3/4）のお知らせ

2 5

会　員　数

出　席　者　数

卓話 ： 「　　　　　　　　　」　西村　和之　会員

29 ・2/25㈫ 第3回燦々会　住川・北田

6

19
・2/26㈬　  　　      休会日　　　       　　　　　　

18：00～20：00　ホテルモントレー　ラ・スール大阪

講師：次年度地区国際奉仕副委員長　北井雄大氏
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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

1068 2 192

 　　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】

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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・本日卓話させて頂きます。よろしくお願いします。　白川会員

・白川会員卓話よろしくお願いします。　荒金会員

・白川さんの卓話楽しみにしています。　荒矢会員

・大川卓也新会員を迎えて｡ 西垣会員 ・新会員大川様ようこそ！　青田会員

・大川卓也さんご入会ありがとうございます。おめでとう。　大和田会員

・大川さん入会ありがとうございます｡ﾒﾝﾊﾞｰが増えてこれから楽しみです｡庵谷会員

・大川さん入会おめでとうございます。高橋さん卓話お願い致します。　北田会員

・大川さん入会おめでとうございます。白川さん卓話お願い致します。　住川会員

・糸川会員､西垣会員､清水会員､寺田会員お誕生日おめでとうございます｡ 岡橋会員

・寒くなって来ました。風邪を引かない様にして下さい。　西村会員

・誕生日をお祝いを頂いて。　清水会員

・2月生まれの方おめでとうございます。　吉村会員

・本日、水仙の格花のお稽古します。　糸川会員

・金婚式､喜寿を夫婦元気な姿で迎える事が出来ました｡有難うございます｡寺田会員　

・例会連続欠席申し訳ありません。　多田羅会員

今期累計額

≪　会長の時間　≫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　住川　奈美

昨日は立春、一昨日は節分でしたね。豆まき、皆さんされましたか？

子供の頃は､近所のあちこちで､鬼は外 福は内の声が聞こえてきた記憶があります。

節分は、季節を分ける事を意味するようです。

各季節は　立春、立夏、立秋、立冬となり、各季節の始まりの日の前日が節分と

なるようです。

立春は地球と太陽の位置関係で決められ、だいたい毎年2月4日ごろに訪れるため、

その前日が2月３日頃にあります。

ちなみに2020年はうるう年で2021年の立春は2月3日にあり、従って節分は2月2日

となります。

このように立春は暦の上で春が始まる季節の事、節分はつまり冬の終わりの日で

新しい季節が始まる区切りとなります。このため邪気を払い悪いものを落とし、

新しい季節に幸せを呼び込むことを目的に節分の行事が各地で行われます。豆ま

きで使われる豆は、魔物を滅ぼす、魔滅に通じているともいわれています。厄年

や年男、年女の方が厄を落とすために豆をまかれます。豆まき以外では、イワシ

の頭を焼いて、柊の小枝に刺すというのもありますね。

また、巻きずしの丸かぶりも。

今年の恵方は西南西。私も恵方を向き巻きずしを食べながら、来る春を心待ちに

致しました。

春よ、来い。早く　来い。　　ですね。

当　日　計 ¥43,000

¥728,000

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2月5日　ホテル阪奈　例会前11：30～

出席者:住川、北田、岡橋、大和田、白川、荒金、川西、西垣 

審議事項 

①大東青年会議所1月総会祝金について 承認 上程者 北田

1月16日太閤園にて行われた同総会祝金について一般会計その他祝金より1万円拠

出する。

②米山普通寄付金下期及びRI人頭分担金について 承認  上程者 北田 

米山普通寄付2,500円×28名分、70,000円

RI人頭分担金34ドル×27名、918ドル

5.67×5ヶ月、28.35ドル計945.35ドル（レート110円）104,099円

一般会計年次寄付及びロータリー資金より拠出する。

③1月度会計報告について　承認　上程者　西垣

　別紙参照

④事務局有給休暇について　承認　上程者　北田

　2月13日(木)、2月21日（金）といたします。

協議、報告事項

大和田委員長　 公共イメージ向上について

　　　　　　　 バックボード購入の提案がありましたが、今期は外向きの事業が終わっている

　　　　　　　 事から、次年度に予算付けと活用できる事業案を考案してもらう趣旨の意見

　　　　　　　 頂きその方向で、再度検討してみる。

　　　　　　　 ケーブルテレビjcom「だいとう昔かたり」記載史跡見学及び取材撮影について

　　　　　　　 4月か5月中に社会奉仕、青少年奉仕、広報・公共イメージ向上の委員会で実施

               する上記事業を考案中です。作者にも了承を得ます。

               ＳＤＧｓバッチ購入について

               社会環境等17分野での持続可能な開発目標を設定し、それに向かい行動を起こ

               す運動であるＳＤＧｓのバッジの購入をクラブで行えばどうか。

白川委員長　　2月19日（水）国際奉仕月間の卓話を、地区国際奉仕の木下副委員長

　        　　と北井次年度副委員長にお願いしております。

2019～2020年度 2月度 理事会 議事録
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　　　　　　　ラジオ大阪の番組に出演して居ります。住川会長以下ロータリーメ

　　　　　　　ンバーにも公共イメージ向上の一環として出演して頂きたい。　

岩本委員長　　2月10日(月)作文コンクール審査会に出席して参ります。

会員増強特別委員会

　　　　　　　25周年までには40名の会員増強を目指します。

　　　　　　　全会員で臨みたいと考えて居ります。ご協力をお願い致します。

川西SAA　　　新入会員の方の座席は、次回例会より前方のテーブルでの座席配置に

             したい。

大川　卓也会員　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。
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米山奨学金授与

●））先週の卓話（（●

 「 白川初美の愛でケアして 」

 白川　初美　会員

私は、昭和40年、6人兄弟の長女として大東市で生まれ、この地で育ちました。

大学時代（東京）に脳腫瘍を発症したことや、バブル崩壊の時期に父の事業が傾き、

平穏な生活も一変、社会の厳しさを痛感しながら過ごした日々もありました。とて

つらい時期に今は亡き祖母から、「お前の命は自分だけのものではない。人様のた

めに、社会のために役立てなさい」の言葉を胸にいつも心の中で祈りながら、家族

一丸となって一生懸命、必死に働いてきました。辛いことも沢山ありましたが、そ

れ以上に貴重な事も沢山経験できました。

弟や妹達が医師ということもあり、父が、平成15年に大東市末広町に医療法人恵和

会を立ち上げ、ハートに優しい医療を提供することをモットーとして地域に貢献し

て参りました。また昨年4月には内視鏡センター（胃・大腸）､耳鼻咽喉科、女性が

より安心して相談しやすいようにと女性医師による婦人科、乳腺外科を新たにオー

プンし、地域にとって身近で便利な医療機関として日々患者様に寄り添う医療を提

供しております。

　介護事業としては、平成25年に高齢者の方々に自分らしく安心して暮らしていた

だける施設として「365日24時間看護師が常駐､リハビリ特化型を特徴とした住宅型

有料老人ホーム　アーバニティ若水」をオープンし、デイサービスや訪問看護ステ

ーション、訪問リハビリも含め、地域の沢山の方に利用頂いており、笑顔と元気の

輪を拡げております。
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　人生100年、まだ54年の修行中の身ではございますが、「陰徳あれば陽報あり」、

「冬は必ず春となる」、どんな苦難もすべてに意味があり、使命ととらえ、あきら

めずに腐らず信じて行動すれば必ず道は開くと確信しています。常に「生かされて

いることへの感謝を忘れずに」、人様のために社会のために更に貢献していきたい

と思っています。

　最後に3年前にご縁でラジオ大阪、毎週日曜日の朝8時から30分、「白川初美の愛

でケアして」の番組をさせていただいております。我が愛する大東市から元気を発

信したいという思いから始めました。医療、介護の話を通してお悩み相談や、他業

種交流も拡がっております。大東中央ロータリークラブの皆様、これからもどうぞ

よろしくお願い致します。

有料老人ホームアーバニティ若水

施設長　高橋 辰美 氏

2019～20年度　RI第2660地区

「IM第3組フレッシュロータリアン親睦交流会」開催のご案内

◇参加対象者： フレッシュロータリアン（入会５年以内）

◇と　　　き： ２０２０年３月14日(土) ・受付開始    １６：３０

　　                　 ・親睦交流会　１７：００～１９：００

　　　　　　　　※飲酒を伴いますので車はお控えください。

◇場　　　所： アゴーラ大阪守口　２階「プリンス」

守口市河原町10番5号　　TEL：06-6994-1111(代)

◇次　　　第：　ミニ講演：漫遊家 黒田クロ 氏 ｢出会い｣

懇親会・名刺交換会・簡単なゲーム等

◇登　録　料： お一人　６，０００円

◇ホストｸﾗﾌﾞ：  守口ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞＲＣ
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