
＊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｣　 会長・幹事・会計・S.A.A.

閉　会　点　鐘 ：  13:30

月 日の例会の記録

： 名

： 名

： 名

： 名

： ％

： ％

％
18：00開始　ホテルモントレ　ラ・スール大阪

卓話：「　本年度活動方針　」　担当：　会長・幹事・会計・S.A.A.

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

【大きな輪になろう地域で愛されるロータリークラブへ】

・7/8㈬　 卓話　：　「新年度活動方針」　各委員長　  　8

18

次週のお知らせ

6 17

会　員　数

出　席　者　数

29 ・7/1㈬　 卓話：「新年度活動方針」会長･幹事･会計･SAA　

79.16

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

1071 6 242

 　　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

出席規定免除者数

欠　席　者　数

・7/22㈬　 　　　　　　　　　休会日　　　　　　　　  　

・7/27㈪ IM第3組新旧合同会長幹事会 住川･庵谷･北田･大和田

2月19日 修正出席率

出　席　率

・7/15㈬　 卓話　：　　　　庵　谷　会　員　　　　　  　

60.86

69.23

3

受付18：15～　大東市立市民会館　2Ｆ　キラリエホール2

・7/18㈯ 第27回躍動するこども会作文ｺﾝｸｰﾙ表彰式 住川･岩本

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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・梅雨の晴れ間！うれしいですね。　住川会員

・ﾛｰﾀﾘｰ､ﾛｰﾀﾘｱﾝはｸﾗｽﾀｰになってはならない｡皆様宜しくお願いします｡ 庵谷会員

・新旧理事会おつかれ様でした。北田会員 ・今日も笑顔で！！白川会員

・本日新旧役員会を開催しました｡委員の皆様ご協力有難うございました。大和田会員

・例会休んですいません。来週から来ます！とのことです。森原会員（北田代筆）

・本年度も後2回がんばります｡ 樋口会員 ・皆様の健康をお祈りして｡ 清水会員

・欠席ばかりして､すみません｡心を入れ替えて今後はがんばります｡　伊泊会員

・長い間お休みしてました。8月末お休みします。　大川会員

・処分した品物をリサイクルショップに売りました｡ヤッター！　糸川会員

・本日もよろしくお願い申し上げます。　青田・吉村両会員

・皆さん暑くなりました。体調に気を付けて下さい。　大東会員

・本年度の例会もいよいよラス前、コロナに負けず乗り切りましょう｡ 荒金会員

・前回古稀のお祝い頂いて有難うございました。　荒矢会員

・本年度皆様いろいろお世話になりました。　川西会員

今期累計額

≪　会長の時間　≫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　住川　奈美

会長の期間もあと半月　例会は今日を含め2回となりました。

約３か月の及ぶ例会の中断は、会長を拝命した頃の想いや熱意を冷めさせてしまい

ました。

会員増強も目標を5名にしておりましたが、4名で止まり、人に会えない中、仕方な

いと諦めてしまいました。

昔がたりの本の放送も中止となり、子供たちとの散策も無くなってしまいました。

テレビ報道では感染者数、死亡者数　倒産　経営破綻の話題ばかりで、ほとんどマ

イナスイメージが強く、１つの業態に関係するすべての業態が影響を受けるという

構造になっています。

全く影響を受けない業種は多分ないと思います。

しかし6月に入って、ほんの少しずつですが街も動きはじめています。ウイズ コロ

ナで頑張るしかないかと思うこの頃です。

ｓｔａｙ　ｈｏｍｅの間、普段できなかった庭の手入れに精を出しました。

種から育てる事にも挑戦できました。さし芽にも挑戦していまして、今どこのお庭

にも紫陽花が美しく咲いていますが、このさし芽に熱中しております。

日本古来の花でありながらなかなか登場しなかった花らしいです。

鎌倉時代から存在し江戸時代になっても注目されず、色が変化する事や花片が４枚

であることが、験を担ぐ人たちに疎まれたようです。人気のない紫陽花を西洋に持

ち帰り今の紫陽花人気に結びつけたのは、シーボルトだったようです。

コロナでなにか暗い時期ですが、雨の中美しく咲く紫陽花の目を向け、しばしシー

ボルトに思いをはせてみましょう。

当　日　計 ¥39,000

¥850,000

ニコニコ箱
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[幹事報告]
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事　北田　宗男
バスについて
ホテル阪奈がまだ再開していないので
住道駅へのチャーターバスが運行できません。野崎駅からのゴルフ場行きバスは、
運行しておりますので、そちらをご利用するか、会員間での車乗り合わせで、ご来
場お願い致します。

事務局について
5月まで月、水、金曜日のみの開局でしたが、今月より通常通りとなりました。

例会場の後方テーブル
会場後方に荷物置きのテーブル設置いたしました。ご利用下さい。

友愛奉仕事業について
6月9日に住川会長と共に、2660地区の友愛奉仕事業のフェイスシールド5千枚の贈呈
式に行って参りました。また感謝状を頂きました。

〔委員会報告〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長エレクト　　庵谷　和宏
次年度クラブセントラル・ロータリー賞説明会
2020年6月10日(水)　15：00～16：00（ZOOM会議にて）

次年度地区予算案　承認済み　80組
大阪YMCAでの会合は、2020年12月末まで　定員300名に対して100名で行う
    その他、ＷＥＢの活用・併用
ロータリー・ロータリアンがクラスターになってはいけない
各クラブで新型コロンウイルス感染拡大防止対策のマニュアルを作成していますか
出来れば各クラブ主体で作成　他クラブと相談・協議
大阪大淀クラブにて作成された資料が提出された
ガバナー補佐の公式訪問について　ご対応の方法は各クラブ主体で決めて頂く
出来れば会長・幹事との面談を希望している
日本で34地区ある中、マイロータリーへの登録率は、約35％  2660地区は、約70％

ロータリー賞達成を目指すにあたり、ロータリークラブ・セントラルから25の目標
のうち少なくとも13の目標を選ぶことが出来るようになります。このような柔軟性
が適用された事により、クラブにとって最も重要で達成可能と思われる目標を選ぶ
事が可能となります。

ＩＭ分科会
2020年6月10日(水)　16：00～16：30（ZOOM会議にて）
各クラブの例会開催における新型コロナウイルス感染拡大防止対応
門真クラブ　　　　6月末まで例会中止　但し、6月末まで臨時例会を開催　
大東　　　　　　　6日から開催
枚方　　　　　　　6月末から開催
大阪城北　　　　　3日から開催（太閤園）
大阪鶴見　　　　　9日から開催（太閤園）

その他、昼食については、丸テーブルにて通常8名席を5名以下に
　　　　夕食を伴う各種理事会などな6月中は禁止とする
　　　　事前の検温・体調チェックを行い、異常時には出席を自粛
退会者防止について
COVID19　の影響などで自社の経済活動にダメージを受けた会員には、
クラブ活動としての支援・応援も検討する
とにかく、御本人との連絡を密に取り、状況を把握して対応を検討する
IM3組では、連絡・相談があったのは1件だけ 以上
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●））先週の卓話（（●

◇社会奉仕委員会

　委員長　　大和田　雅江

今年度目標は

①子供の環境を少しでも良くする為の奉仕活動を

②今までの活動を見直し、委員会で討検しながら、

　会員の皆様の意見を取り入れる。

この２つの目標を重点にとりくみました。

社会奉仕委員会が十分に開かれなかったことへの反賛は、ありますが。

30万の予算をいただき、十分に①の目標を目指して、活動が出来ました。

なお、薬物乱用防止活動への支援については、

代表である大内様と意見交換をしました。

我がロータリークラブの会員数も減り、財政的な援助が難しく、

又、代表の大内様もご高齢となり、次の年代に引継ぐとのことで、

今年度は中止となりました。

子ども食堂への援助も､子ども食堂そのものが閉鎖となり実行は出来ませんでした。

残念です。

以上　ご報告とします。

◇国際奉仕委員会

　委員長　　白川　初美

今年度のＲＩテ－マである､「ロータリ－は世界をつなぐ」のもと､ロータリアンと

して世界に良いことをするために今自分達ができることは何かを考え、クラブ会員

全員が参加し協力し合うことでより大きな力になるということにつながります。 

ロ－タリ－財団への寄付協力や米山奨学への寄付や協力がいかに大切で必要なのか

を皆様と共に考え、深く理解しあい、会員の皆様にお声かけさせていただきました。

世界各地での奉仕活動のための資金となるロータリ－財団への寄付については全会

員数29名中22名の方に一人当たり200ドル(22,000円以上)ご協力いただき､住川会長

からはベネファクタ－（恒久基金）1000ドルのご寄付もしていただきました。 

米山奨学特別寄付金も29名中18名の方に一人あたり25,000円のご寄付をしていただ

きました。新型コロナウイルスの感染拡大の影響もあり、会員全員参加とはいきま

せんでしたが、新会員の皆様におかれましては、私の不十分な説明にもかかわらず、

― 本 年 度 を 省 み て ―
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快く寄付にご協力していただきましたことも併せて、全会員の皆様には心より感謝

の御礼を申し上げます。 

また､双子クラブでは､田中会員､西垣会員､岩本会員を中心に台中南門ＲＣの25周年

記念式典への参加と台中南門ＲＣの周年記念事業である南投県芬園郷茄荖小学校ス

マートクラスルーム設備プロジェクトという国際的な奉仕活動も実施することがで

き、両クラブの交流もより深めることもできました。 

そして、当クラブで支援していた米山奨学生のフォンカ－マンさんも岩本カウンセ

ラ－のサポ－トのもと、当クラブの活動にも積極的に参加していただき、今春、留

学を終え、現在は日本企業で日本と世界の架け橋の一躍を担う人材として活躍して

います。 

これからも会員全員の力を合わせることで、できることは沢山あると思います。共

に考え、共に行動をおこし、笑顔の輪を拡げてまいりましょう。 

今年一年間、皆様からたくさんのご協力とご支援を賜りました事、心より御礼申し

上げます。本当にありがとうございました。

◇青少年奉仕委員会

　委員長　岩本　静江

代理委員　大東　雅代

1）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、大東市内小中学校（児童5,800

   　　　生徒2,900）及び市立図書館3館、及び市内各自治会(51)市内幼稚園こども

　 　　　園・保育所等に配布し市内に伝わる民話を広く知っていただく。

　　　　 ※地区補助金制度を活用

　 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

　 大東市長より感謝状を頂きました　11月21日

2）大東市こども会育成連絡協議会(市こ連)主催の文化事業(2事業)､に対し支援

　 ①(こども会フェスティバル)広報作品｢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する

　　　表彰式典　11月3日　サーティホール

　　　展示　11月1日～4日　サーティホール　2階ホワイエ

　 ②躍動するこども会作文コンクール 応募作品の中からロータリー賞を授与する

　　　①と②の事業に対し80,000円の支援金を贈呈する。

　　令和2年3月15日㈰市こ連総会に於いて作文コンクールの表彰式を執り行う予定

　　が、新型コロナウイルス感染拡大により中止となりました。

　　改めて表彰式を7月18日(土)午後6時30分市民会館キラリエホールに於いて行う

　　（参考）応募作品172点
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　　賞名

　　大東市長賞 教育長賞 市こ連会長賞 朝日新聞社賞 大東中央ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ賞

　　大東ライオンズクラブ賞　大東市青少年協会賞　大東青年会議所賞　7点

　　その他　入選7点

3）青少年健全育成市民大会　大東市主催　参加

4）青少年協会　夏季オープニングセレモニー　参加

5）地区クラブ青少年合同会議　参加

◇親睦活動委員会

　委員長　大東　雅代

11月1日　新入会員歓迎会

新入会員５名（樋口会員、峠会員　寺田会員、脇本会員、多田羅会員）の歓迎会を

まんまやで行い、親睦を深めました。

12月11日　クリスマス例会　

大阪聘珍楼にて美味しいお食事を楽しみながら、会員同士楽しい時間を過ごしまし

た｡

今年度は新入会員も多く、５月に大阪市内での食事会で皆様に友好を深めて頂こう

と計画しておりましたが、残念ながら新型コロナウィルスの影響で実施を断念致し

ました。

最後になりましたが、会員の皆様のご協力で2019ー2020年度の親睦活動を無事に終

える事が出来ました。

ご協力ありがとうございました。

◇戦略計画委員会

 委員長　　住川　奈美

まず　クラブビジョンの策定を重視致しました。

大東中央ロータリークラブのクラブスローガンは

【大きな輪になろう地域で愛されるロータリークラブへ】　　です。

それを中心に　会員の増強や奉仕活動を進めて参りました。

今後　コロナ感染症対策として、形を変えながらの活動が必要かと思います。
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