
＊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 ： ｢本年度を省みて｣ ｸﾗﾌﾞ奉仕･職業奉仕･社会奉仕･国際奉仕

閉　会　点　鐘 ：  13:30

月 日の例会の記録

： 名

： 名

： 名

： 名

： ％

： ％

お誕生祝

％ 3月　荒矢・岡野 4月　北野
お客様： 5月　西村・岡橋・青田・白川

米山奨学生　シュ ツァイティンさん 6月　荒金　　　　　　　　　　　　　各会員

･青少年奉仕･親睦活動･戦略計画 各委員長

卓話：「　本年度を省みて　」　担当：　会長・幹事・会計・S.A.A.

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ16：00～16：40　合同16：50～17：30　ｳﾞｨｱｰﾚ大阪

【大きな輪になろう地域で愛されるロータリークラブへ】

・6/24㈬　卓話：「本年度を省みて」会長･幹事･会計･SAA　8

18

次週のお知らせ

6 3

会　員　数

出　席　者　数

29 ・6/23㈫　2020学年度米山奨学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 田中・糸川・朱　

Daito Chuo Osaka Japan

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

1070 6 172

 　　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

80.76

・7/1㈬　 卓話：「新年度活動方針」会長･幹事･会計･SAA　

76.00

69.23

3

・7/8㈬　 卓話　：　「新年度活動方針」　各委員長　  　

・7/5㈰ 18：00～ 20-21年度米山WEB総会 庵谷･田中・糸川・朱 　

2月5日 修正出席率

出　席　率

出席規定免除者数

欠　席　者　数

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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・皆様元気なお顔をみれて嬉しいです。　住川会員
・新型コロナウイルスの終息をお祈りして。　清水会員
・皆様お久しぶりです。　荒金・大東・北田 各会員
・　〃　。もう少し我慢してその先の楽しみを迎えたいと思います。庵谷会員
・お久しぶりです。留学生の朱さんようこそ。　岡橋会員
・　〃　。皆様にお会いできて嬉しいです。出席出来た事に感謝して!!　荒矢会員
・皆さんに逢えてうれしいです。コロナ気を付けましょう。　大和田会員
・皆様お元気ですか。　糸川会員 ・久しぶりです。　吉村会員
・皆さんお久しぶりです。お変りございませんか？　川西会員
・久しぶりにお目にかかれてうれしいです！　青田会員
・皆様にお会い出来た事大変嬉しいです｡コロナに負けず頑張りましょう!!白川会員
・ご無沙汰しております。皆さんにお会い出来て嬉しいです!!　多田羅会員
・皆様のお顔を拝顔し、うれしいことです。　西垣会員
・御見舞金を頂いて。　樋口会員

今期累計額

≪　会長の時間　≫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　住川　奈美
皆さん　お疲れさまです。　皆様の元気なお顔を拝見して、ほっと致しました。
約2ヶ月半ぶりの再会となります。
緊急事態宣言は発出されてから、如何お過ごしだったでしょうか。
Stay　homeが叫ばれ、在宅ワークにシフトし、街から人が消えました。
県を跨ぐ外出を制限されていましたので、奈良ナンバーの私が大阪の会社に出勤す
るのも憚れました。
不要不急の外出は避けていましたが、どうしてもの外出があり、石川県へ１回、東
京へ2回移動致しました。新幹線は1車両に２～３人という乗車率で、東京駅も金沢
駅も本当にガラガラでした。
コロナ感染の怖さは勿論ありますが、日本経済への不安を強く感じました。
弊社は医療機関なので、閉める事は出来ず、いつもと同じ営業時間で仕事に取り組
んでいました。
マスク・消毒液・飛沫防止のビニールなど全く流通なく、お客さまに供給するまで
に至らず従業員の安全を確保するのに精いっぱいでした。
体温計ですら、店からあっと言う間に無くなりました。
薬局という医療機関でありながら、リスク管理の無さを反省させられました。
例会がお休みになっていた事で､しばらくは仕事に奔走しておりましたがある時ふと､
頭をよぎりました｡こんな時こそロータリーとして何か動かなければ‥出来る事は？
庵谷会員のご好意でマスクが手に入り、北田幹事と社会福祉協議会へ5000枚寄贈致
しました。学童の指導員の方々に渡されるようです。
また、国際ロータリー２６６０地区　友愛では、次回　仁泉会様にフェイスシール
ドも贈呈される予定です。
四宮ガバナーの動画を見ましたが、その時々のニーズは常に変化している。
これからのﾆｰｽﾞは　相互扶助であり､原点に立ち返り､ﾛｰﾀﾘｱﾝ相互で知恵を出す､手
を差し伸べるという中･長期的な相互扶助が大切であると言われておられました。
新型コロナとは、多分消滅する事はなく、ウイルスとの共存を考えていかなければ

ならないでしょう。今後も気を緩めず、生活していきましょう。

当　日　計 ¥57,000

¥811,000

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6月3日　ホテル阪奈　例会前11：30～

出席者　住川、庵谷、北田、西垣、川西、荒金、岡橋、大和田、白川、大東

審議事項 

①5月度会計報告について　承認　上程者　西垣

　別紙参照

協議、報告事項

住川会長　　5月28日に糸川ｶｳﾝｾﾗｰと共に米山奨学生の朱さんと面談して参りました。
　　　　　　　　　　

庵谷会長エレクト　　配布したマスクの請求書を提出致しました。

　　　　　　　　　　次年度会長方針、戦略計画委員会の方針が出来上がりました。

大和田委員長　　　　本日例会後、次年度理事会を開催致します。

　　　　　　　　　　北野会員へ手紙を出し、面会する予定です。

北田幹事　　　　　　地区奉仕事業「友愛」での医療品の寄贈先で

　　　　　　　　　　IM3組地域内では6ヶ所の病院が決定いたしました。

　　　　　　　　　　当クラブ近隣では、仁泉会阪奈病院となりました。

　　　　　　　　　　6月9日にﾌｪｲｽｼｰﾙﾄﾞ5,000枚を送付し、贈呈式を行います。

お誕生日おめでとうございます

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より

感謝状　奨学生カウンセラー　岩本静江　殿

代理　次期カウンセラー　糸川千惠子　授与

2019～2020年度 6月度理事会 議事録
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会長より　米山奨学金授与

米山奨学生　

シュ ツァイティンさん

中国出身

大阪産業大学　修士課程　人間環境学

研究テーマ　面源負荷対策の為の土壌浸透法による路面排水中汚濁物質の除去

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より

奨学生世話クラブとカウンセラー糸川千惠子会員へ委嘱状授与

●））6/3の卓話（（●

荒金　正之　会員

コロナの影響で例会が中止となり、久しぶりに皆さんの顔を拝見することが出来て

うれしく思います。

自宅待機中にマスクが入手できない状況になり、困っていた所に大東中央ロータリ

ークラブからマスクを頂きました。

とても助かりました。ありがとうございました。

また、大東市社会福祉協議会へマスクを寄付することが出来ました。全てのマスク

を手配して頂いた庵谷会員に感謝します。マスクが入手困難な状況の中、大東中央

ロータリークラブ会員の中に手配が出来る方がおられて、困っていた会員や団体が

助けられたと言う事は大東中央ロータリークラブのスケールメリットを活かしたと

ても良い活動だと思います。ありがとうございました。

４月に娘が就職で東京に行く予定だったのですが､コロナの影響で移動できず､ずっ

と家のパソコンの前で新人研修を受けていました。２ヵ月間も自宅での研修だった

のですが、普通に給料をもらえて、自宅での生活なので生活費もかからず、うらや

ましい限りでした。しかし、6月2日に東京に巣立ちました。久しぶりの嫁との２人

暮らしに何を会話して良いのやらドギマギしています。２人で暮らす距離感が保て

るまでお互いにイライラするのでしょうが、時間をかけて慣れていこうと思います。 

「　皆さんの近況報告　」
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清水　順市　会員

中国の武漢で感染者が急増し武漢の都市閉鎖を知り、横浜に到着したダイヤモンド
プリンセス号のクルーズ船で大々的にコロナウイルスの感染の恐ろしさを知りまし
た。そんな時にロンドンに嫁いでいた次女から急遽帰国の連絡が来ました。ロンド
ンでは三月初旬には食堂、人の集まるところの閉鎖が行われていて会社は在宅勤務
でした。それに比べて日本はすべてのんびりしていて入国手続きものんびりしてい
て大丈夫かなと話をしておりました。また、タイに友人が帰国したいが日本の空港
の入関検査が混雑していて人関で感染するのではないかという指摘があり、すぐ放
映していたテレビ局に電話したり府会議員を通じ、厚生労働省の議員に電話したり
しました。広島に嫁いでいる三女も幼稚園が休みだから五月初旬に生駒の自宅に帰
ってきました。娘三人集まり孫も集まりにぎやかな一ヵ月でして私も会社に一週間
に2～3回勤務しておりましたが二週間に1回勤務することにしてゴルフと生駒市から
借りている農地で百姓をまいにちしていました。農業は奥が深くてすっかりのめり
込んでおり、ホームセンターと農地を行ったり来たりしていて、また今シーズンと
して一番の農業の繁忙期で色々なものを収穫したり夏野菜を植えたりたいへん有意
義な二ヵ月半でした。しかし日本の取り組みは各国に比べのんびりとしていて遅く
いまだにマスクは届いてないし、給付金も入金されていない。ただ国民の賢明さで
死者も少ないし感染者も人口の比率からしたら少ない。各国の取り組みに比べ日本
の出足は鈍い。接触確認アプリの開発は遅れ給付金のネット申請では障害が頻繁に
多発していて約に立たない。早い国境閉鎖や屋内集会を制限する措置も遅い。早く
政府主導の元に集結されることを願います。

庵谷　和宏　会員

ニッポー株式会社　コーポレート本部の本部長を務めております庵谷です。
主に、経理財務部と総務人事部をあわせた部門をまとめて、担当しております。

何故、会社名と役職名を申し上げたかと言いますと、自身はこれらの業務の中で、
この数ヶ月間は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、新しいルール作りに追わ
れる毎日でした。しかし、本日、このようにロータリーの例会も再開されてなんと
なく落ち着いた感じがしています。当然、一挙に気を緩めても良い訳ではないと認
識しています。

ここで､皆様のご参考になればと､新型コロナウイルスに関する情報や考え方､また､
ほんの一部ですが、会社で取組んだ事を、ご紹介させて頂ければと思います。

先ず､大東市の感染者の人数や割合について､日本の総人口は約１億２千万人で、感
染者が12,000人を超えました｡この場合の割合は､約0.01％になります。簡単に１万
人に１人と考えられます。続いて､大東市の人口は１２万人ですので、0.01％(１万
人に１人）は、１２人になります。
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実施には、４７名の感染者が発生したとの事で、ちょっと多いと思います。
ただし、５月９日に感染者が確認されたのが最後となっています。

次に、諸外国と比べて､日本で感染者が少ない事と､感染後の重症化に至る事が少な
いと言われますが、これは元々日本人が真面目で清潔好きだからです。その中でも、
あまり話しが出てこなかった履物の文化の影響が大きいと思います。日本では、昔
から履物を玄関先で脱いで、部屋では履かないのが当たり前です。一方、諸外国で
は寝室の周りまで靴を履いたままで過ごされます。会社では、この件に注意をして、
建物・工場に入館される前に、靴底を消毒するセットを手作りで準備して、全館に
展開しました。

しかし、これも消毒液（次亜塩素酸を水で希釈したもの）の特徴で、時間が経てば、
消毒効果が薄れて無力になり、水だけの状態になってしまいます、その場合、靴底
を塗らしただけになるので、その拭き取りを徹底しないと、中途半端に社内・工場
内に水を待ち散らしてしまう事になる。すると、これからの季節ではカビの発生を
手助けする事になるので、やめるべきだ。との専門家からの意見を参考に中止し、
現在違う方法を考えている所です。

このように、色々な方々の情報や意見を頂戴し、出来るだけ迅速な対応で、トライ
・アンド・エラーを繰り返して参りました。

初めても事への対応や決裁については、誰しもが正解を知らないし、決める事には
躊躇するものです。が、それなりの立場ともなれば、迅速に対応しなければ、結局
前に進まず、後悔するだけとなるので、慎重且つ大胆に決裁する事が非常に重要だ
と言う事を再認識しました。　これからの参考にします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

『　ステイホームの毎日　』

糸川　千惠子　会員

なんと何もかも行事が中止。
各団体の決裁決定事項は、書類での決済等、初めての事でした。
この二カ月50年間の事業書類をすべて整理、処分できました。
机の周辺が、すっきりして清々しい気持ちでとりくんでいます。
私は映画、歴史、ドラマがすきで、結構テレビの前で！おかげでコロナ肥りです。
友人がハンカチを製造していますので、中国より三千メートル丸ゴムを仕入れて、
マスクを作っていました。
友人に送ったりして、その返事の一節『可愛いいマスクありがとう、いろいろな方
からマスクをいただきますが、主人が糸川さんのが一番いいと、大きいので顔がか
くれる』と。
又、ある方から、地球温暖化で地球の氷河が菌をバラマイていると、長期戦になり
ますよ！
毎日自転車で、運動の為、帽子、防じんサングラス、マスク着用して道で会っても
わからないいでたちでいます。
今年度は米山カウンセラーを任命されて6/23より集会です。手洗いうがい除菌でき
る様、携帯してコロナと向き合いたいと思っております。
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