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※不定期発行

≪　会長の半期報告　≫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　庵谷　和宏

皆様　２０２０－２０２１年度の会長の庵谷和宏です。

と改めてご挨拶させて頂いたのも、この半期の活動を振り返る時期になり、

本当に何をしたのか解らないまま時間が過ぎてしまったと言うのが実感だからです｡

先ずは、会長の前に会員として、例会及び理事・役員会と本部や地区との会合には

先ず出席する事を優先する。これだけは何とか出来たかなとの思いです。

自身がこのような頼りない事を言ってしまっては身も蓋もないのでしょうが、

実際に新型コロナウイルスの感染拡大に翻弄され続けた半期でありました。

各奉仕委員会の皆様におかれましても、多くの新しい方々にご尽力頂いたにも

関わらず、なかなか実践できない事も多々あり、誠に残念でなりません。

１０月から例会も再開されましたが、現時点ではまた例会の開催が中止となり、

このままの不完全燃焼の状態で新年を迎える事となってしまいました。

世間では、この年末には特に注意・我慢してこの最悪な状態を乗り越えようとの

コメントや考え方が報道されていますが、その実現には皆様一人一人のご理解と

ご協力が不可欠なものとなっております。今後ともよろしくお願い申し上げます。
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[幹事報告]
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事　大和田　雅江

理事会報告 2020年12月9日　11：00～　大川創業会議室

出席者　庵谷､住川､荒矢､荒金､清水､大和田　　　欠席6名

1、会長挨拶

2、各委員会　報告

　①職業奉仕　荒矢委員長
　　・1/20の卓話　（講師：地区職業奉仕副委員長　上甲悌二氏（大阪南RC）、

　　　地区職業奉仕委員　川上和之 氏（くずはRC）が同行）承認

　②国際奉仕　吉村委員長

　　・米山特別寄付金 20名（昨年 18名）、R財団寄付金 19名（昨年 22名）

　　　来年6月末まで、特に5年未満の新会員さんに呼びかけて集めていく。

　③青少年奉仕委員会　荒金委員長

　　・昔がたりの増刷について

　　　地区補助金予備費の申請をする。青少年奉仕委員会を開いて、今後の活用の

　　　方向性を決めていく。

　④親睦活動　清水委員長

　　・クリスマス会中止　ジャズバンドへのキャンセル料３万円を親睦活動委員会

　　　から支出する。

　⑤北田会計　11月度会計報告　承認

3、幹事報告

　①新会員の入会承認

　②地区補助金　臨時費申請受付12/1～2021/2月末

　③1月6日初例会について

　　コロナの成行を見て会員の皆さんにＦＡＸでお知らせします。

　④12/2開催予定だった年次総会について、コロナ禍の為開催出来ませんでした｡

　　会員の皆様からは異議が無かったので､理事会にて報告し､承認しました。

　⑤本年度の皆勤賞について

　　開催をした日を対象に皆勤賞とする。

　⑥臨時週報発行（半期報告掲載）

　⑦IMロータリーデー3/6（土）開催

　⑧大東RCとの合同例会4/14(水)　（ﾎｽﾄ大東中央RC）

4、その他

　①事務局冬期休会　12/22（月）～1/3（日）　1/4（月）より出勤

　②バナースタンド2,640×8個購入（21,120円）承認

　③12/12地区大会（ライブ配信のみ）

　④ロータリーの友1月号に伊泊会員の記事が掲載されます
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

2020～2021年度 11月度理事会 議事録
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●））卓話（（●

◇幹事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大和田　雅江

2020年7月にスタートして、コロナウィルスとの戦いでした。

例会も思うように開催できず、会員同志のコミュニケーションがなかなか取れず、

久しぶりに開かれる例会は皆と逢えることをとても嬉しく思いました。

6ヶ月が経過して益々コロナ陽性者が増え、12月はクリスマス会も中止､年内の例会

はすべて開かれない事となりました。そんな中で各委員会活動は合間をぬって少人

数で集まっていた様です。

職業奉仕､国際､親睦､増強委員会ではまだ入会して5年未満の委員長さんが奮闘され、

ロータリー財団寄付金、米山特別寄付金も順調に集まり、地区委員長会議もズーム

の参加。このような状況の中でも、1名の新しい会員を迎えることが出来ました。

又、臨時会報の発行、臨時理事役員会の開催、こんな時期だからこそ、会員同志の

結束が大切であると思いました。

12月12日地区大会ライブ配信参加。3月IM3組ロータリーデーは会報委員長荒金さん

と出田さんの協力を得ながらリモートでの開催を進めることとなっています。

後半、今まで以上にコロナが蔓延するのではないかと心配ですが、各会員の心が離
れないように気を配って一人でも退会者が出ないように目標2名増強を達成させ､25

周年を迎えたいと思います。又、ロータリーからクラスターの発生がない様、ここ

ろ配をしていきたいと思います。

皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。

◇会計
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北田　宗男

まず以て会員の皆様方からの早期の会費納入のご協力有難うございました。

コロナ禍の中、十分な活動を行えない事で生じる予算の日未拠出が、後期請求額に

反映となるのではないかと思います。

例えば例会会合費に於いては10回程度の未開催分の予算や地区登録料、晩餐会登録

料等の未出であります。又25周年関連の奉仕事業や記念例会等を開催するか否かに

よって後期での会費請求額が変わってくると考えられます。その件につきましては

理事会等で十分議論をしていきたいと思います。

― 　半　期　報　告　 ―
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◇S.A.A
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大東　雅代

本年度がスタートして早々に､新型コロナ感染症ウイルスによる自粛規制で､約３ヶ

月間の休会。10月より例会が再開され､簡仁一ガバナー､藤田正明ガバナー補佐をお

迎えしました。

例会会場での新型コロナ感染症防止対策としましては、会員の皆様の健康と安全を

考え、以下のガイドラインに沿って運営しております。

①出席者はマスク着用とし、会場入口での手指の消毒及び検温を実施し、37.5度以

上の会員の出席はご遠慮いただく。

②座席の間隔を充分に確保した横並びの席配置とし、会員同士の距離を十分に確保

する。

③演壇上話者並びに司会者による飛沫防止対策を行う。

④国歌、ロータリーソング、バースデイソングの歌唱は中止し、曲を鑑賞する。

⑤例会開催中は窓を開けて、十分な換気を行う。

⑥会員同士の友愛の握手は中止する。

今後も引き続きご協力よろしくお願いします。

◇クラブ奉仕委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　　白川　初美

コロナ感染拡大で例会がなかなか開催できにくい状況が続いており、会員の皆様も

大変不安を感じていらっしゃることと存じます。

例会中止が続き、クラブ内での情報が途絶えないように臨時週報を発行したり、広

報では本年度もロ－タリ－賞をいただけるように進めております。会員増強も会長

目標2名増員に向けてすでに候補者1名が決まっており、この大変な状況の中でも目

標達成に向けてご尽力いただいております。

また本年度は創立25周年ですが、コロナ禍の厳しい状況ではございますが、会員様

の安全を一番に考え、無理なく安全に節目を迎えれるように協議してまいります。
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◇職業奉仕委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　　荒矢　恵子

・9月5日職業奉仕委員長会議にオンラインにて参加

・2021年1月20日職業奉仕月間に因んでにて地区委員会の副委員長の上甲悌二様に

　卓話をお願いしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

◇社会奉仕委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　　岡橋　由佳

・地区社会奉仕委員長会議　出席

・赤い羽根共同募金　30,000円

・国連支援薬物乱用防止ダメ・ゼッタイ募金11,274円

・本年度の事業計画の1つとして、市からの助成を受けていない食堂2軒を訪問しま

　した。機会を設けて委員会を開き、支援の仕方を決める予定です。

◇国際奉仕委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　　吉村　悦子

本年度の半期報告をさせていただきます。

国際奉仕委員会からは米山梅吉記念館へ100円募金を会員27名分しました。

寄付金に関しては、
ロータリー財団寄付金　寄付者　19名

米山特別寄付金　　　　寄付者　21名

会員の皆様のご理解とご協力でたくさんの方にご寄付いただき誠にありがとうござ

います。

ロータリー財団月間では、地区ロータリー財団岩佐委員長にお越し頂き「財団寄付

と認証」の卓話を頂戴しました。

米山奨学生 朱さんへのサポートは､糸川カウンセラーが本当によくしていただいて

おります。

後期は台北での国際大会に向けて、尽力していきますので、ご理解とご協力よろし

くお願いいたします。
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◇青少年奉仕委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　　荒金　正之

2020年はコロナ禍により様々な催しが中止になりました。

大東中央ロータリークラブも例会の中止が続き、委員会の開催もままならない状態

が続きました。

地区による秋のライラも中止となり、当初予定していたライラへの参加が出来なく

なりました。

現在、地区補助金を活用し「大東市に伝わる民話や昔ばなしを後世に伝える」プロ

ジェクトとして、昨年度作成した「だいとう昔がたり」を再版し配布や事業による

利用をして行きたいと考えています。

また、大東市子ども会フェスティバル参加について協賛金の使途や内容を大東市役

所生涯学習課に確認をし、内容を吟味した上で継続を決定しました。

1月21日(木)に参加作品の審査を行い、3月14日の表彰式への参加も行う予定です。

◇親睦活動委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　　清水　順市

新型コロナウイルスの感染拡大が一時期は落ち着きを見せたのも束の間、予定して

おりました活動は全て中止となりました。

10月の日帰り旅行、12月のクリスマス会、新会員歓迎会も出来ませんでした。

今後の活動については、新型コロナウイルスの様子を見ながら皆さんとより良い親

睦会が出来るよう努めたいと思います。
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◇戦略計画委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　　庵谷　和宏

皆様　２０２０－２０２１年度の戦略計画委員長の庵谷和宏です。

この文章は､会長として半期を振り返っての報告と､同じものになってしまいました。

本当に、この半期には何も手が付けられなかったとの思いしかありません。

その中で、戦略計画委員会として重要な目標の一つである会員増強につきまして

委員の皆様方からお一人のご紹介を頂き、本当に感謝するばかりでございます。

また、この半期に一人の退会者を出す事も無く、また新型コロナウイルスへの

感染者も出す事無く、無事に半期を迎えられそうで本当にありがたい事です。

また、幹事・事務局のアドバイスなどにて、皆様への連絡が疎遠にならないように、

例会が無くとも週報を発行し、皆様に郵送して頂いたりとありがたい限りです。

最後になりましたが、先の分からない状況が続いており、これがいつまで続くのか、

終息するのかにも関わらず、この先には新しい生活基準が出来ると言われておりま

す。

現時点で　【ニューノーマル】　と呼ばれていますが、この変化に取り残されない

ように出来る限りの対応していきたく、情報の収集に努めて、当クラブでも活用・

実践できる事を皆様にご提案出来ます様、心掛けて参ります。

皆様　是非ともお体と行動には細心の注意を払って頂き、

１月には皆様全員で例会を開催出来ますよう、よろしくお願い致します。

ロータリクラブの 新型 コロナウィルス感染 予防 対策宣言ポスター
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  米山奨学金授与 12月の奨学金授与は糸川カウンセラーより12/16に渡しました。

・新年度の例会について・

1月6日(水)例会開催予定です。

卓話：「　会長年頭挨拶 ・ 年男年女所感　」

担当：　会長　　庵谷　和宏

　　　　年男（庵谷・大川　両会員）

　　　　年女（伊泊・岡橋・吉村　各会員）

※イエローステージ２もしくはレッドステージで開催出来ない場合は、

　1月4日(月)にＦＡＸにて連絡致します｡

１月度理事会開催のご案内

日　付：　2021年 1月 6日(水)

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

場所･時間：【例会開催時】　ホテル阪奈　例会場　11：30～

        【例会休会時】　大川創業　4Ｆ　会議室　11：00～

 場所と時間が異なりますのでご注意ください！！

　 皆勤賞を受け取られた皆さんの様子

川西・西垣・大和田･北田･荒金・住川･白川・大東･岡橋･荒矢 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。

お知らせ
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