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コロナ期間 　臨時会報　令和 年 月 日
※不定期発行

≪　会長の時間　≫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　庵谷　和宏

皆様、いかがお過ごしでしょうか。

本年度になって、７月１日の初回と７月８日の２回しか例会が開催出来ず、なか

なか皆様にお会いする事もかないません。

前回､７月８日の会長の時間にて､WITH CORONA との考え方を個人の意見として述

べさせて頂きましたが、どこかでこのように考えないと前に進まない気がします。

今後も、細心の注意を払って行動し、コロナの終息（撲滅）を目指して

早期に例会が再開される事を心待ちにしております。

さて、本日は例会開催時の会長の時間の代わりとして、【ロータリー賞の目標】

について説明させて頂きます。

これは、本年度から始まった新しい取組みで、ロータリークラブのリーダーは、

ロータリー賞の達成を目指すに当たり､ロータリークラブ･セントラルから２５か

条の目標の内、少なくとも１３か条の目標を選ぶ事が出来るようになりました。

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ことが可能となります。

さらに、これらの目標の多くはロータリークラブ・セントラル内で達成欄に印を

つける自己採点での報告方式となります。
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第2660地区　大東中央ロータリークラブ
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　RI会長 ホルガー・クナーク

 国際ロータリー・テーマ

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
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それでは、この２５か条を次のページにまとめましたので、ご確認頂けますよう

よろしくお願い致します。
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２０２０－２１ロータリー年度の目標は次の通りです。

本ロータリー年度にクラブのプロジェクトを取り上げるメディア記事の数

ロータリー作成の公式推進用
資料の使用

本ロータリー年度に地域社会でロータリ―を紹介するために、国際ロータリーから
提供される広告と公共奉仕資料（ブランドリソースセンターから入手可能な
放送用ビデオ、印刷広告、その他の公式資料）を使用した回数

目標

4

7

12

13

15

16

クラブのプロジェクト
メディア掲載

本ロータリー年度にロータリー親睦活動グループのメンバーになっている
会員の数

遺産計画を通じてロータリー財団に１０，０００ドル以上の寄付を誓約する事を
初めて本ロータリー年度にロータリー財団に通知する個人・夫婦の数

遺言またはそのほかの遺産計画に財団恒久基金を指定して寄付する事を
ロータリー財団に通知または恒久基金に１，０００ドル以上を寄付して新たに
べネファクターとなる個人・夫婦の数

地区大会に出席する会員の数

地区研修・協議会に出席するクラブ委員会委員長の数

本ロータリー年度にクラブと会員によるロータリー財団年次基金への寄付総額

本ロータリー年度のクラブと会員によるロータリー財団ポリオ基金への寄付総額

本ロータリ―年度にクラブがスポンサーをする新ローターアクトクラブと
既存ローターアクトクラブの数

本ロータリー年度にクラブがスポンサーをする新インターアクトクラブと
既存インターアクトクラブの数

本ロータリー年度にクラブが支援するＲＹＬＡ
（ロータリー青少年指導者育成プログラム）参加者の数

本ロータリー年度中、クラブのウエブサイトとソーシャルメディアアカウントを
月に何回更新するか

リーダーシップ育成への参加

ポリオプラス基金への寄付

遺贈友の会会員

べネファクター

ローターアクトクラブ

クラブには最新の戦略計画があるか

インターネット上にあるクラブの情報は現在の活動を正確に反映しているか

本ロータリー年度、例会以外に親睦を目的としてクラブが実施した活動の回数

本ロータリー年度にクラブが受け入れる青少年交換学生の数

本ロータリー年度にクラブが派遣する青少年交換学生の数

本ロータリー年度にクラブが実施する奉仕プロジェクトの数

本ロータリー年度に寄せられる一括１０，０００ドル以上の寄付の件数

目標の詳細

本ロータリー年度末までに達成したいクラブ会員総数

本ロータリー年度にクラブの奉仕活動に参加する会員の数

本ロータリー年度に新会員を推薦する現会員の数

本ロータリー年度にリーダーシップ養成プログラム活動に参加する会員の数

本ロータリー年度に少なくとも１つのロータリー行動グル―プのメンバーと
なっている会員の数

クラブ戦略計画

インターネット上の存在感

親睦のための活動

ウエブサイトとソーシャル
メディアの更新

来訪する青少年交換学生

派遣する青少年交換学生

ＲＹＬＡ参加者

インターアクトクラブ

大口寄付

地区大会への出席

地区研修への参加

年次基金への寄付

ロータリー親睦活動
グループへの参加

会員増強

奉仕活動への参加

新会員の推薦

ロータリー行動グループへの
参加

奉仕プロジェクト
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[幹事報告]
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事　大和田　雅江

理事会報告 2020年8月26日　11：00～　大川創業会議室
出席者　庵谷､白川､大和田､北田､荒矢､岡橋､荒金､清水　8名
1、会長挨拶

2、委員会報告
　①幹事
　　・北野巧さんの退会。コロナにより業績が不振の為。
　　・オンライン例会の報告
　　・「だいとう昔がたり」本の配布先の報告。

　②社会奉仕委員会
　　・ぬっく支援について
　　　ぬっくから支援の申込が来ている引続き委員会で検討する。
　　・こども食堂支援について
　　　現地を見学して、今後検討する。

　③青少年奉仕委員会
　　・大東市立“子ども会フェスティバル”協賛について
　　　申入れがあった。委員会で検討する。
　　・地区青少年奉仕委員長会議　YMCAにて出席する。
　　・「だいとう昔がたり」活用活動について引続き青少年奉仕委員会で検討する。

　④職業奉仕委員会
　　・9月　地区職業奉仕委員長会議にZOOMにて出席する。

　⑤親睦活動委員会
　　・新会員岡野さん、大川さんの歓迎会がコロナの関係で開けていないので、
　　　終息をみて開催予定。　　
　⑥会計報告
　　・7月度会計報告の承認
　　・事務局エアコン購入の承認

3、9月例会について
　　・コロナが東京よりも、大阪が増えている9月中も例会を休会とする。
　　・あくまでも､大阪モデル､モニタリング指標を例会の開催の判断基準にしてい
　　　きたい。大阪府コロナ警戒信号（通天閣）が青色に戻ることを基準とする。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

〔委員会報告〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 社会奉仕委員長　　岡橋　由佳
子ども支援を活動計画の1つに上げています。
現在１軒の子ども食堂を見学しました。
10月中に委員会の開催を考えているところです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青少年奉仕委員長　　荒金　正之
 8月22日土曜日に第2660地区青少年奉仕合同委員長会議が大阪YMCA国際文化セン
ターで行われました。
今年は会場に出席とインターネットでのリモート出席の両方を選択できる形でし
たが普段の3分の2位の方は会場に出席されていました。
マスクの着用を義務付けられていましたが換気のため窓が開いていたのでとても
暑くて大変な中、例年通りの会議が行こなわれました。
内容は奉仕事業開催時におけるハラスメントの注意
ローターアクトクラブ等ロータリー学友会の活動と説明
RYLAの説明
などがありました。

2020～2021年度 8月度理事会 議事録
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●））卓話（（●

「　私の生い立ち　」

 清水　順市　会員

　令和二年四月に政府から緊急事態宣言が発伝され私たちの生活が一変しました。

「外出自粛」「移動制限」「三密を避ける」など誰も体験したことのない生活を余

儀なくされました。職場においては、時差出勤、マイカ出勤、在宅勤務、社員全員

にマスク　配布一人三十枚を二回配布し、アルコール液のビンを約90名の社員一本

配布、食堂、作業所を塩ビの板で仕切ったり、玄関先にはアルコール消毒液を配置、

社員とお客様の消毒を徹底しています。新型コロナウイルス感染症に関して第二波

がやってこようとしている。今もう一度気を引締めて今出来ることを確実にやって

いきたいしそうすべきだと思います。

　「多人数の飲食」「手洗いの実行」「外出時のマスク」それぞれの会社や組織で

は「ソーシャルディスタンス」アルコールの消毒の徹底を実行して、第三波を最小

限に抑えていきたいものです。

【 経 歴 】

1941年　昭和16年　2月15日広島県広島市榎町生れる

　　　　　　　　　雑穀の輸出輸入商の次男として、第二次世界大戦始まる

1945年　昭和20年　8月 6日 広島、8月9日 長崎に原子爆弾投下

1945年　　　　　　8月 6日 自宅全焼　父疎開先に帰宅するが死亡する

1945年　　　　　　8月15日 終戦

1945年　　　　　　9月頃　母親の実家である奈良県から兄弟が迎えにくる

　　　　　　　　　貸車列車で二中夜かかって奈良県にくる 私4才､兄5才､弟3才

1948年　昭和23年　桜井市阿部小学校入学

1950年　昭和31年　大阪市立桃陽小学校転校

1956年　昭和36年　夕陽ヶ丘中学校入学

1959年　昭和39年　阪南大学附属高等学校入学

1962年　昭和42年　同校卒業

　　　　　　　　　関西大学第二経済学部入学（夜間）

　　　　　　　　　中退

1962年　昭和37年　紙卸商　光陽社に入社
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1968年　昭和43年　野崎工業KK設立に参加　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　電話帳印刷事業発足

　　　　　　　　　11月長女誕生

1970年　昭和45年　10月次女誕生

1974年　昭和49年　2月三女誕生

　　　　　　　　　ビジネスフォーム印刷事業進出

1984年　昭和59年　東京営業所開設

1985年　昭和60年　韓国BF会社と合弁契約する―破談になる

1996年　平成 8年　中国浙江省平湖市に合弁会社設立

　　　　　　　　　「嘉興野崎印刷有限公司」設立　中国での印刷事業進出

2004年　平成16年　中国合弁会社への出資375万ドル（3億7500万円）に増額

　　　　　　　　　出資比率25％へ

2005年　平成17年　東京支店を効率化を図るため千代田区神田に移転

2006年　平成18年　アサッププロセス㈱テクニカールビジネスフォーム買収

　　　　　　　　　首都圏の印刷市場への拡充を計り年賀印刷事業に乗出す

2007年　平成19年　1月 営業本部　生産本部　管理本部の設置

　　　　　　　　　　　事業の効率化と責任体制の拡充を図る

　　　　　　　　　　　東京都台東区北上野に5階建ビルを買収　

　　　　　　　　　　　東京支店 子会社二社同居 賃料等の経費圧縮を図る

　　　　　　　　　4月 激減する　電話帳書籍印刷部門から撤退する

                      テクニカルビジネスフォーム㈱アッププロセスを

                      野崎工業が吸収する

2016年　平成28年　日本フォーム印刷工業連合会から『印刷功労賞』を受賞する

取　　締　　役　　1983年 2月 ～ 1989年 1月　6年

代 表 取 締 役　　1989年 2月 ～ 2012年 8月　23年6ヵ月

代表取締役会長　　2012年 9月 ～ 2013年 6月　10ヵ月　　　　　　　

取 締 役 会 長　　2013年 6月 ～ 2020年 9月　7年3ヵ月
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米山奨学金授与

 朱さん 8月の奨学金授与の様子

理事会開催のご案内

日　時：　2020年9月16日(水)　11：00～

場　所：　大川創業　会議室

出席者：　庵谷和宏・森原正樹・白川初美・大和田雅江・北田宗男・

　大東雅代・住川奈美・荒矢恵子・岡橋由佳・吉村悦子・

　荒金正之・清水順市　各会員

※掲載の写真は以前に撮影したものも含まれております。

・9/30㈬　 　　　　定款による休会日　　　  　 14：30～16：30　大阪YMCA国際文化センター

・10/7㈬卓話：「月間に因んで」 担当：米山奨学　

・9/23㈬　 　　　　定款による休会日　　　  　 ・10/17㈯ ｸﾗﾌﾞ国際奉仕委員長会議　吉村

・9/26㈯ 米山奨学委員長･ｶｳﾝｾﾗｰ研修会 糸川 10：00～12：00　大阪YMCA会館2階大ホール

14：00～16：00　大阪YMCA国際文化ｾﾝﾀｰ 2階ﾎｰﾙ ・10/17㈯ ｸﾗﾌﾞ社会奉仕委員長会議　岡橋

・9/12㈯ 地区ロータリー財団セミナー　庵谷･吉村 ・10/11㈰ RAC地区献血　開会10：00　閉会16：00

14：00～17：00　大阪YMCA会館2階ホール ①ｲｵﾝ大日前②京橋駅前③樟葉駅前④梅田HEP前⑤難波ﾊﾞｽ停横

・9/16㈬　 　　　　　臨時休会日　　　　　  　 ・10/14㈬　  藤 田 ガ バ ナ ー 補 佐 訪 問　 

・10/18㈰ 米山奨学生ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ　朱さん･田中･糸川

・10/10㈯ 公共ｲﾒｰｼﾞ向上並びにｸﾗﾌﾞﾋﾞｼﾞｮﾝ策定ｾﾐﾅｰ 庵谷･荒金 13：00～18：35　宝塚ホテル及び宝塚大劇場

14：00～16：30　大阪YMCA会館2階ﾎｰﾙ ｵﾝﾗｲﾝ配信 ・10/21㈬　   簡 ガ バ ナ ー 公 式 訪 問　  

お知らせ

８月のお誕生祝

伊泊会員・住川会員・多田羅会員

(※例会開催時にお祝いしたいと思います)
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