
＊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 ：  藤 田 正 明 ガ バ ナ ー 補 佐 訪 問　

閉　会　点　鐘 ：  13:30

月 日の例会の記録

： 名

： 名

： 名

： 名

： ％

： ％

％ お誕生祝

お客様：  8月　伊泊会員・住川会員・多田羅会員

米山奨学生　シュ ツァイ ティンさん 10月　森原会員・吉村会員

・10/17㈯ ｸﾗﾌﾞ社会奉仕委員長会議　岡橋8

18

10

出　席　者　数

27 ・10/17㈯ ｸﾗﾌﾞ国際奉仕委員長会議　吉村

7

会　員　数
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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　

88.00

14：30～16：30　大阪YMCA国際文化センター

79.16

69.23

1

13：00～18：35　宝塚ホテル及び宝塚大劇場

・10/18㈰ 米山奨学生ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ　朱さん･糸川

・10/21㈬　    簡 ガ バ ナ ー 公 式 訪 問  　  
修正出席率

 2020～2021年度

1075 10 142

 国際ロータリー・テーマ

 ロータリーは機会の扉を開く

7月1日

出　席　率

次週のお知らせ

出席規定免除者数

欠　席　者　数

簡　仁　一　ガ バ ナ ー 公 式 訪 問

　10：00～12：00　大阪YMCA会館2階大ホール

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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・米山月間です。米山奨学特別寄付金をよろしくお願いします。　糸川会員

・糸川さん米山奨学のカウンセラーいつもありがとうございます。卓話楽しみです｡

　白川会員

・皆さんお久しぶりです。米山月間　糸川委員長お疲れ様です。　岡橋会員

・今後も続けて例会が出来ますように　庵谷会員

・皆さんお元気ですね｡お久しぶりです。お顔拝見して嬉しいです。コロナ終れ～!!

　荒金会員

・早くコロナの終結を願って

・3人目のまごが産まれました。毎日大忙しく楽しんでいます。　吉村会員

・皆様元気ですか？久しぶりです。岩本・川西・田中・北田・樋口 各会員

・皆様のお顔拝顔して嬉しいです。　西垣・大和田　両会員

・皆々様お久しぶりです。又、どうぞよろしく。　伊泊会員

・お久しぶりです。皆さんにお会いできてうれしいです。　住川会員

今期累計額

≪　会長の時間　≫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　庵谷　和宏

皆様、お久しぶりです。

本日は、７月８日に２回目の例会が開催されてから、３ヶ月ぶりの例会です。

早速ですが、会長の時間と言う事で、新型コロナウイルスの話しはさておきまして

来週のガバナー補佐訪問及びその翌週のガバナー訪問に関しましてガバナー補佐か

ら、大東中央ロータリークラブに関して確認依頼がありました。

この依頼に対して、私なりに考えて回答させて頂きましたので、皆様にもその内容

を確認して頂きたく、報告させて頂きます。

質問①　会員増強への取組み実績と状況

大東中央ロータリークラブでは、昨年閉会された四条畷ロータリークラブの元会員

様をお誘いする事を考えています。

しかしながら、現在、例会の開催も自粛している中、他の人との面談などはなかな

か出来ず、停滞しているのが実情です。また、自クラブにおいても新型コロナウイ

ルス感染拡大の影響にて自身の事業に影響がある方もおられ、それぞれに苦労して

いる状況です。

質問②　新会員研修の実施状況

先ずは、新会員を紹介された人には元々繋がりがある場合が多く、この方々が中心
に例会の中で、色々と説明をされたり、他の会員を紹介してくれています。

また、フレッシュロータリアンなどへの参加も積極的に薦めています。

質問③　クラブの特性・個性（自慢）

大東中央ロータリークラブの個性は、女性会員が多いことです。

現時点での会員は、男性：１５名　　女性：１２名　　合計：２７名　です。

おかげさまで、例会の運営やそれぞれの奉仕活動などでは、きっちりした事前準備

と細やかな気配りが活かされた活動がなされています。

当　日　計 ¥38,000

¥113,000

ニコニコ箱
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質問④　クラブの課題（問題点）と解決への取組み

ロータリークラブ全体で入会制度（条件）が若干緩和された後の新会員からにこに

こ箱や各種の寄付金について、ちょっとした違和感や質問などがあり、今まで気に

しなかった事などにも十分な説明が必要な場合が見受けられる。

本件については、自クラブで協議を重ねます。

質問⑤　地区への要望・質問その他の報告事項

自身が会長のテーマの一つに創造と卒業と言うものを掲げていますが､これは､新し

い機会の扉を開くには、今までのテーマへの取組から卒業しないと、なかなか次の

新しいテーマに取組んでいけないとの懸念から掲げたものです。

このように新しいテーマにどんどん取組んで行くには、数年間継継したテーマをい

つ卒業すれば良いのかの判断が非常に難しい。

質問⑥　クラブ戦略計画委員会の活動状況

例会などで会員から提案・質問された事項の解決や徹底がメインの一つです。

出来るだけ、迅速に対応したいと思っていますが、理事会などの開催頻度にて回答

が遅れる事も多々あり、申し訳なく思っています。

もう一つのメインは、会員の増強です。

２～３年前に退会者が多くいらっしゃって、一時会員が２０名ほどになりました。

ここで、この戦略計画委員会（特に当時の会長を中心）に、クラブの存続のためた

くさんの新会員に入会して頂きました。結果、現在２７名です。

本年度は純増２名の目標ですが、３０名以上を目指して活動してまいります。

　                                             以上、皆様にご報告致します。

[幹事報告]
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事　大和田　雅江

日　時 2020年10月7日　11：30～　ホテル阪奈　例会場

出席者 庵谷和宏　住川奈美　北田宗男　白川初美　荒金正之　大東雅代　荒矢恵子

　　 　清水順市　岡橋由佳　大和田雅江　　　欠席者2名

1、会長挨拶

2、各委員会　報告

①国際奉仕委員会　吉村委員長　　・米山月間（米山特別寄付金1人25,000円）

②社会奉仕委員会　岡橋委員長　　・社会奉仕月間10/28

③青少年奉仕委員会　荒金委員長　・大東タイム　雑誌掲載について

④北田会計　9月度会計報告　年会費未納者1名　承認

⑤会員増強委員会　住川委員長　

 ・会員増強２名増強目標達成に向けて委員会で検討して貰う。

⑥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10/10　庵谷会長出席

⑦IM3組 臨時会長幹事会10/5 17：00～18：30　zoom参加　

  出席：庵谷会長､幹事大和田

・IMﾛｰﾀﾘｰﾃﾞｰ 2021年3月6日㈯ 四條畷学園80周年記念ﾎｰﾙ(ﾎｽﾄ大東RC)登録料1,700円

2020～2021年度 10月度理事会 議事録
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　コロナ禍を配慮してオンラインライブ中継にて開催

　第1部　各ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ奉仕活動PR

　第2部　各クラブ会長　【会長座談会】※資料有り

　担当：広報・公共イメージ向上荒金委員長

⑧クリスマス例会について　12月9日(水)　担当：親睦活動委員長　清水会員

　場所はホテル阪奈。内容は親睦委員会で検討して貰う。

3、幹事報告

①10月14日　ガバナー補佐訪問について

②10月21日　ガバナー公式訪問について

　・11：30～12：15ガバナーとの懇談会

　出席者　庵谷会長、住川直前会長、森原会長エレクト、大和田幹事

③コロナ消息までクラブ協議会、フォーラム中止。メーキャップ受け付けない。

④クラブ25周年行事について

　実行委員会をつくる。実行委員長を立候補して貰う。

　立候補期間10/7～10/14迄。立候補者がいない場合、会長、幹事で決定する。

⑤指名委員会発足（指名委員会10/28）

　メンバー　庵谷会長･住川直前会長･森原会長エレクト･白川副会長･大和田幹事

⑥地区大会12月12日(土)12：30～15：30 会場:国際会議場 晩餐会中止､登録料無し

4、その他

　・事務局員の健康診断について 11/12(木)受診 

　・事務局員11/6(金)有給休暇取得

〔委員会報告〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 社会奉仕委員長　　岡橋　由佳

赤い羽根共同募金バッジ1個500円を社会奉仕委員会で30個購入しました。

会員の皆様に配布中です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019-2020年度 出席委員長　　大東　雅代

2019-2020年度　皆勤賞の皆さん　おめでとうございます！

川西・西垣・大和田・北田・荒金・住川・大東・岡橋・庵谷・荒矢 各会員

奨学金授与

お誕生日おめでとうございます。
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●））前回の卓話（（●

　「　米山月間に因んで　」　

米山奨学委員会

　　　糸川　千惠子　委員長

米山奨学生　　朱　彩婷 さん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　米山奨学生　　朱　彩婷 さん

2020年が本当に特別な一年と思います｡とても距離がある一年ですか､人と人の心の

距離や国と国の関係が親しくなったと思います｡特にコロナと戦っている時､中国と

日本の距離がもっと近くなったと思います｡私は日本に来てから､心斎橋のドラクス

ドアで5年間働きました｡大阪で一番観光客多い､にぎやかな街です。しかし､一月末

から中国がコロナひどくなって､3月から観光客がほんとんどゼロになりました。に

ぎやかな町突然静かになる､寂しくて､怖くなりましたか、あの時、ある風景を見て、

心暖かく、強くなりました。それは心斎橋の街で､ドラクスドアの前で､いろんなと

ころで頑張れ中国、頑張れ武漢の看板が出ています。そして、日本政府や民間すぐ

さま中国に全力で支援しました｡体温計､マスク､防護服など生命を守る物資､漢詩を

添えたを中国に送った時､中国のインタネットで広がって､中国の一人一人が感謝し

ている。そして、四月から在日中国人が街で武漢からの恩返すなどでマスクを配っ

て､中国政府からもいろんな物資を送って､このような共にコロナを戦っています。
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絶対にこの事態を乗り越えると信じています。ウイルスに感情がありませんが、人

には感情があります。コロナが終わった後、中国と日本の良く関係が長く続けると

思います。正直言うともし米山奨学生になっていないなら、自分がどんな苦しい状

況になるか想像できない。ロータリー米山を通じて､みんなと出会って､私にとって

非常に幸せだ。生活だけではなく､精神的にも強くなっている。一番不安た時､糸川

さんと住川さんバイトを紹介してくれて、バイト先の先輩たちからいつも様々な事

を教われ､学校で学ぶことができないことが学べられる｡充実なバイト生活をしてい

ます｡今年の就職は特に厳しくなって､糸川さんやロータリークラブからアドバイス

をしていただき、安心して感謝します。

私の研究背景は生活排水や工場排水の対策が進められ、環境基準達成率が向上して

きたが､近年では鈍化の傾向にある。その一因として道路､林山地､農地､家屋からの

雨水排水､公共用水域への流入が考えられる。この目的には､降雨時に、道路等に雨

水が降りそそぎ､道路上の汚濁物が雨水とともに河川に流出する､いわゆる面源負荷

問題の対策を検討するためです｡今年夏休みから､大阪産業大学の周りで実際の路面

排水を採取し､通水試験を行うっています。通水試験とは､円筒状のカラムに火山灰

土壌を封入し､路面排水を定量ポンプによって通水して､金属類､有機物､濁度の除去

能を確認するための実験です｡結果として､降雨によって雨水中に含まれるカドミウ

ム､有機物などは土壌に容易に吸着することから､公共用水域に流入する前に土壌を

挟むことで､公共用水域への金属類､有機物の流入を避けることができます。一方で、

長期的に自然土壌に金属類､有機物が吸着していることが想定されることから､金属

類、有機物の排出源対策を進めていく必要があることがわかりました。

日本での留学､知識を学んで､ロータリーと出会って､今の教授濱崎先生の学生になっ

て､私が自分自身で非常に幸運だと思う。これから､社会人になるためにもっと頑張

らなければならない､そして、卒業しても､自分の力で日本の美しさと日本人の優し

さを中国の皆さんに伝えて、「世界の懸け橋」となるため努力する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　米山奨学生指導教官　　濱崎　竜英　教授

                    　　　　　　　　　　　　　　           　　　　　 令和 2年 10月 2日

ロータリークラブの皆様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪産業大学大学院人間環境学研究科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪産業大学デザイン工学部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教授 濱崎 竜英

　　　　　　　　　　　　　　　　　推薦書

小職の研究室に所属する朱彩婷さんは、学部3回生のプレ卒研より指導しています。

4回生の卒業研究、そして大学院進学後の研究においては､「面源負荷対策に向け

た土壌による路面排水中汚濁物質の吸着」について研究を続けており、令和3 年3

 月に修士修了予定です。

研究内容は、降雨によって発生する雨水排水が、路上や家屋の表面を流下し、路上

や家屋に蓄積した汚濁物質が雨水とともに河川等に流入してしまいます。汚濁物質

としては、重金属類や有機物などが考えられ、汚染源が面となっていることから、

工場排水や家庭排水の処理より困難となっています。そこで、入手が容易な土壌を

用いた除去法に着目し、汚濁物質の土壌への吸着について研究を行っています。

以上の研究について、後輩である卒研生を指導しながら真面目に進めており、貴会

の例会発表に推薦します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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