
＊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 ： 「我等の生業」

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 ： 「新年度活動方針」　   五大奉仕委員長

閉　会　点　鐘 ：  13:30

ク ラ ブ 協 議 会 ：  会　　長

月 日の例会の記録

： 名

： 名

： 名

： 名

： ％

： ％

％
お客様： 今月のお誕生祝

米山奨学生　シュ ツァイ ティンさん 　　川西会員

出　席　者　数

28 ・7/15㈬　 卓話　：　　　　庵　谷　会　員　　　　　  　

 2020～2021年度

1073 7 82

 国際ロータリー・テーマ

 ロータリーは機会の扉を開く
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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 ホルガー・クナーク

■会長：庵谷和宏　 ■幹事：大和田雅江　■会報委員長：荒金正之　

73.07

・7/22㈬　 　　　　　　　　　休会日　　　　　　　　  　

69.23

79.16

4

18：00開始　ホテルモントレ　ラ・スール大阪

・7/27㈪ IM第3組新旧合同会長幹事会 住川･庵谷･北田･大和田

・7/29㈬　 　　　　　　　　　休会日　　　　　　　　  　

(　クラブ･職業･社会･国際･青少年　)

6月17日 修正出席率

出　席　率

次週のお知らせ

出席規定免除者数

欠　席　者　数

卓話 ： 「　自己紹介 他　」　　担当 ： 庵谷　和宏

・7/18㈯ 第27回躍動するこども会作文ｺﾝｸｰﾙ表彰式 庵谷･岩本

受付18：15～　大東市立市民会館　2Ｆ　キラリエホール25

19

7 1

会　員　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

Daito Chuo Osaka Japan



・新年度が始まりました。会長として一生懸命頑張ります。皆様からの御指導よろ
　しくお願い致します。　庵谷会員
・今年、幹事、がんばります。皆さま宜しくお願いします。　大和田会員
・庵谷会長、大和田幹事一年間がんばって下さい。　北田会員
・新年度スタート1年間よろしくお願いします。　大東会員
・新年度です。庵谷会長宜しくお願いします。　住川会員
・庵谷会長、大和田幹事一年間よろしくお願いします。　荒金会員
・庵谷会長頑張って下さい｡ 東坂会員 ・庵谷会長の船に乗りましょう｡ 糸川会員
・今日から新年度これからもよろしくお願い致します。　川西会員
・新年度スタート!!皆で盛上げていきましょう!!　白川会員
・新年度宜しくお願いします。　森原・岡橋両会員
・新年度国際奉仕委員長をさせて頂きます。どうぞ宜しくお願いします。庵谷会長
　がんばってください。　吉村会員
・いつもありがとうございます。今後も宜しくお願い致します。　岡野会員
・住川さんお疲れ様でした。今後も宜しくお願いします。　荒矢会員
・住川さん御苦労さんでした｡ 西村会員 ・今日も笑顔でニコニコ箱。　大川会員
・みなさんの健康祝して。住川さん御苦労さんでした。　清水会員

今期累計額

≪　会長の時間　≫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　庵谷　和宏
２０２０年～２０２１年度の最初の例会です。
そして最初の会長の時間となり、ここにいますが、さすがに緊張しており、
何をしゃべって良いのかよくわかりません。
そこで、自分がこのロータリーの会員にならせて頂いた時の事を思い出して
お話しさせて頂きます。

詳しくは聞いていませんが、弊社の会長が、この大東中央ロータリークラブの
発足時のメンバーであり、その後自身の大先輩である千早さんに引き継がれ、
ご高齢を理由に退会されるとの事で、会社の中で後任として任命されました。
その際には、このクラブからの２名の会員が会社に来られ、その席で弊社の
会長より紹介して頂き、クラブの会員として承認して頂きました。
その時は、例会の会場がこの阪奈ホテルから、大東市民会館の夕方の会に
変わったばかりで、初めて例会に参加したのが大東市民会館でした。
自身も、何がなんだかわからないまま、とにかく休まず出席する事だけを考えて、
与えられた担当を何とかこなして来ただけで今日を迎えております。
その中でも、２０周年記念行事では台湾のクラブの方々との親睦会もあり、
住道駅南側の末広公園に大きな時計を寄贈したり、市民まつりに出店したり、
飯盛山の展望台に説明版を寄贈したりと数えられない活動が思い出されます。

今でこそ、これらの奉仕活動が、ロータリーの活動の大事な活動のひとつであると
ようやく認識する事が出来て、これからどうするのかと考えるようになりました。

そこで、本年度の会長の方針をまとめてみました。
本日は、後程改めてお話しさせて頂く時間がありますので、
会長の時間はこれまでとさせていただきます。

当　日　計 ¥38,000

¥38,000

ニコニコ箱
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[幹事報告]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事　大和田　雅江

理事会報告 2020年7月1日　ホテル阪奈　例会前11：30～

出席者　庵谷､白川､大和田､北田､大東､住川､荒矢､岡橋､吉村､荒金､清水　11名

第1回理事会を開催致しました。

・庵谷会長の挨拶

・各役委委員長から新年度活動計画書を基に委員会報告がありました。

・新年度、会計委員長から収支予算の説明、承認。

・複合機リースについて更新の承認。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

〔委員会報告〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　親睦活動奉仕委員長　　清水　順市

2020年-2021年度の親睦活動委員長を任命されました清水順市です。

どうぞ宜しくお願い致します。

本年度は世界規模での新型コロナウイルスの感染拡大で、

世界経済は大変な打撃を受け、大変な年度になりそうです。

しかし、関西は比較的早く経済活動が再開され、平常に戻っていく気配もあります。

つきましては、親睦活動予定においては、例年通りを予定しており、

下記の日程で開催させていただく予定です。

2020年10月〜11月　日帰り親睦旅行

2020年12月　クリスマス親睦会

2021年 5月　 1泊　親睦旅行

岡野さんと大川さんの歓迎会は9月以降を予定しております。

内容につきましては、親睦委員会の方々と相談しながら、

今年も楽しく実りある親睦会を開催していきたいと思っております。

奨学金授与

お誕生日おめでとうございます。

2020～2021年度 7月度理事会 議事録
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住川前会長より庵谷会長へゴングの引継ぎが行われました。

 前年度 住川会長･北田幹事一年間お疲れ様でした！

●））先週の卓話（（●

◇会長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　庵谷　和宏

それでは、本日は会長方針についてお話させて頂きます。

今年度の国際ロータリーの会長テーマは

ロータりーは機会の扉を開く　です。

この扉を開く　と言う言葉が会長方針を考えている最中の自分に響きました。

また、過去数年の当クラブの会長方針を、読み返して参考にさせて頂きました。

そして、短いながらも自分自身のロータリークラブでの経験を合わせて、

会長方針としてまとめてみました。

そして一番最初に思ったことが、会員の皆様に喜んでもらいたいと言う事です。

自身が楽しく無いと、何事をするにも苦痛でしか無く、その反対に自分自身が

楽しければ、相手も喜んで頂けるのではないかと思い、方針１番をまとめました。

これが、次の奉仕活動を源になり、次々と新しいテーマに繋げられるのでは

思い、方針２番をまとめました。

奉仕活動の中には、数年続ける事もありますが、常に内容を検証し、

マンネリ化しないように、またいつかは卒業する事も視野に入れるべきとの

思いで方針３番をまとめました。

―  新 年 度 活 動 方 針  ―
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方針４番は、方針３番で卒業した案件であっても、その時代の変化に

対応すべく再度、取組む事もあるのだとの思いで、まとめました。

最後に、これらの奉仕活動に自身が喜びを感じ、皆様にも喜んで頂ければ

自然に当クラブ及びその活動に誇りを持ち、今まで以上に自信を持って、

新入会員を勧誘して下さるのではないかと思い、方針５番をまとめました。

繰り返しになりますが、これらを簡単にまとめてみました。

          会員の皆様の喜びの扉を開き、

          地域社会との扉をさらに大きく開き、

          内に秘めたるお力の扉を開き、

　　　　　新しい会員様の入会の扉を開き、

　　　　　ますますの奉仕活動に繋がりますよう努めてまいります。

                        　以上、これからもよろしくお願い致します。

◇幹事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大和田　雅江

2020年～2021年幹事をさせていただきます。

２回目の幹事職ですが､14年以上前のことで世の中の情勢も変化し､ロータリー活動

も14年前と比べて大分変わってきています。

初心に戻って今年一年務めます。

この度の委員会構成では､入会1年未満の会員さん３名の方が（職業奉仕、国際奉仕、

親睦委員会）委員長を引き受けてくださいました。

今年度は、コロナウイルスとの闘い、そして、共存と言われていますが、ロータリ

ーの本来の活動は人とのふれあいで成長することですが、反面３密につながるクラ

スター感染を増長することになりかねなく、ロータリー活動にも限界が生じるかと

思います。

また、第二次コロナが11月、12月ごろに発生することも予測されています。

敏感に反応しながら､この一年を無事に､また新しい活動が芽生えることを念じつつ、

2020年～2021年度クラブ年次目標を達成できるよう尽力を果たすつもりです。

皆さまのご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。
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◇会計
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北田　宗男

　本年度、大東中央ロータリークラブ役員である会計を務めさせて頂く事となりま

した。責務と致しまして、各予算の考案、資金管理、会費及び入会金の徴収、ロー

タリー財団との協力、後任者との引き継ぎ等々が御座います。

クラブ予算の一般会計に於いては、会員の皆様から納めて頂く会費をクラブの運営

費として賄っております。数年前までは単年度赤字が続いておりましたが、例会費

の低額化や経費削減等の努力を毎年行い、今日では安定した財政運営となって居り

ます。

奉仕事業会計については、会員の皆様方からの貴重な浄財から捻出している事を踏

まえ、理事会に於いてより慎重に審議し予算執行を行いたいと考えております。

一年間、皆様のご協力をお願い申し上げます。

◇ＳＡＡ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大東　雅代

本年度、SAA（会場監督）を拝命致しました。

会長、幹事、各委員長のご協力を頂き、円滑な運営を心掛け、会員の皆様が出席す

るのが楽しみな、明るく活気のある例会になるよう努力していきたいと思います。

皆様、ご協力宜しくお願い致します。
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