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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

　会員の皆様へのご案内・報告として

　皆様、いかがお過ごしでしょか？

今回は、いつもの憎き相手（新型コロナウイルス感染症）のお話は割愛させて頂き

ます。

早速ではありますが、本日は大東中央ロータリークラブとしての奉仕活動の中で、

クラブ全体の活動として、意義ある奉仕賞を選んで国際ロータリー２６６０地区の

ガバナー事務局に推薦させて頂きたいと存じます。

皆様におかれましては､このコロナ禍の中で､多くの制限や自粛を要請されている中

出来る範囲での最大限の御尽力を賜り、いつもながら感謝するばかりでございます｡

そんな中で、たいした活動も出来なかった庵谷が誠に恐縮ではございますが、
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会長として、前述の意義ある奉仕活動として【だいとう昔がたり】を選ばせて頂

きました。

この活動は、前期の中で作成され､既に配布もされておりますが､今期ではさらに

増刷して、その配布範囲を広めて、よりたくさんの人々にお伝えしようとしてい

ます。

当然、作成し配布するまでに担当された方々には大変なご苦労があったと思いま

す。これからは、ただ単に各地へ配布するだけでなく、それ以上に皆様の目に留

まり、心に残るように宣伝活動もあわせて必要になるかと思っております。

これらの配布と宣伝活動を会員全員一丸となって、進めて行く活動が大事である

と思い、今回推薦させて頂く事と致しました。

　　　　　　　　　　今後とも皆様のご理解とご協力をよろしくお願い致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「 コロナ禍にあって思うこと 」

                                       　   　　 西垣　文雄　会員

　早いものでロータリー年度も最終の月を迎え、暦も半期を過ぎんとしています。

本年度はコロナに始まりコロナに終わるという異例の年度となりました。皆様には

夫々事業にご活躍の事と思いますが小生は傘寿も過ぎ終活対応せねばならない日々

といいたいところですが、すこぶる元気に過ごさせていただいており月一ゴルフと

年寄仲間のテニスクラブに通っています。

　新年の年賀状で今年は米国大統領選、オリンピック、国会解散と内外ともに変化

に対応する年となると書きましたが、トランプ氏は再選ならず、オリンピックもコ

ロナで右往左往、国会解散はどうなることやら。しかし我が国は非常事態にいかに

対処するか､コロナはじめ､自然災害､尖閣諸島､台湾海峡等我が国の安全保障対策は

あまり猶予がないのでは、憲法改正は待ったなしと言わざるを得ないと思います。

　終活の身なれど先の事が気になる昨今です、先般ウクライナの若い留学生の話を

聞き、また世界の難民の歴史番組を見るにつけ独立国家にあって、日々穏やかに暮

らさせていただいていることがあたりまえでないことをつくづく感じるこの頃です。

〖　会員の皆さんの近況報告　〗
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                       　  　  　　　   「 私のコロナ過の近況報告 」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西村　和之　会員

コロナ過の中、皆さまどうお過ごしでしょうか？

私はほぼ週一でリハビリを兼ねて気の合った仲間とゴルフ場へ行って汗を流して

います。後は持病の医者通い。予定のない時は会社へ顔を出す様にしています。

大好きなサウナバスもコロナで休業中ですし、外食をしてもアルコールは出ない

し。今の楽しみはテレビの野球中継だけです。阪神タイガースが強いから。

早く寝て､早く起きる此の繰り返しです｡何か他に楽しみを見つけられる様頑張っ

て行きます。

何時になったらコロナが収束するんですかね？

                        　　  　  　  　　　   「 近 況 報 告 」

                  　  　    　　　　　　 　  　 青田　朝代　会員

こんにちは。皆様ご健勝のことと存じます｡私もお陰様で健康に過ごしております｡ 

令和3年4月25日より再びの緊急事態宣言となりました。私の方は自宅でのお茶のお

稽古は通常通り和気藹々と続けておりますが、梅田や他府県でのお稽古は控えてお

ります。学校のクラブ活動もお休みです。大きなお茶会等、行事は再び中止が相次

ぎました。 

ただ、大阪市内はコロナが世界に蔓延し始めた去年よりずっとこのような状態が続

いておりますので、私の生活はこの一年半特に変わりはございません。予定がゆっ

たりと流れ、毎日を丁寧に過ごすようになりました。 

令和3年4月、緊急事態宣言の直前に、一件お茶会のお手伝いを致しました。 

お茶会を再開するにあたり、お客様にアルコール消毒をして頂いたり、マスク着用

をお願いしたりという目に見えやすい変化がございました。水屋内部でも大きな変

化がありました。特に、「お茶碗の消毒にアルコールを使うこと」という規定が加

わったことは衝撃でした。 

アルコールで破損する茶道具もある為、お客様に思うお道具でおもてなしが出来な

い葛藤と、その中でも精一杯真心を尽くしてお客様をお迎えするご亭主のお姿に感

銘を受けました。 

今は、毎日よく寝て免疫力を高め、美味しい物を食べて笑い、日々「明るく」「楽

しく」「健康に」過ごすよう努めています。 

速やかにワクチン接種が浸透して、世の中が落ち着くことを願っております。皆様

もどうぞお健やかにお過ごしください。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　-コロナ禍で-　」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　川西　津音夫　会員

コロナ以前は何かに追いかけられる様な生活をしていたが、コロナで孤独を楽しめ

る様な生活をしています。腰の痛みも薬にだけ依存するのではなく、適当な運動を

しながら､自分をマインドコントロールして､意識的に脳を活性化して自力で治す力

を身につけていき、腰の痛みが改善された様に思えます。仕事は多少の影響はあり

ますが、ネットビジネス､再リースを中心に対面営業はしていません。

この4月、22歳甲南女子大学卒の新入社員を採用しました。今､話題のＺ世代であり

ます。Ｚ世代とは、1995年以降に生まれた人です。SNSの広がりを中心に､ブランド

品に興味はなく、社会貢献に生きがいを持っています。世界中で脚光を浴びている

人々であります。

職場も活性化し、連日、叔父様、お爺様族が逢いに来る様な…。

そして、本人が一番喜んでいるのではないか。

皆と楽しい食事が出来る日を待ち望んでいます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　「　近 況 報 告　」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　脇本　紀人　会員

こんにちは。

コロナウィルス感染拡大がはじまって、早くも１年以上が経過しました。

ホテルは未だ休業が続いている半面、ゴルフは野外のスポーツということもあり、

多くの方にご来場頂いております。

人々が健全な生活をする上で、楽しんだり感動したりという行為は必須であり、

そういう意味でサービス業という業態はなくてはならない存在ですが、今そういっ

た楽しみが制限され、皆様も何かと不便な思いをされてるのではないでしょうか。

私を含む当施設の従業員は、こんな時だからこそ、ゴルフを通じて少しでも多くの

方に精神的にも肉体的にも健やかに過ごして頂くため、感染予防に努めながら皆様

のご来場をお待ちしております。季節も過ごしやすい時期ですので、どうぞお気軽

に阪奈カントリークラブにお越しください。お待ちしております。
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                        　  　  　　　　　   「 近 況 報 告 」

                    　   　　　　　　　 　   糸川　千惠子　会員

４月上旬のこと

あれっと言う間もなく体が宙に舞いそのままドスンと〝ぐち″と音がして右足小指

の辺りを骨折しました‼️

あれから２か月ステイホームを守りコロナにもかからず、肥えました‼️

最近、府立四條畷高校同窓会会報に載せた記事を投稿します。

『　リレー会報　』

　諸先輩方を差し置いて 楠葉会 広報委員長としてトップに書かせていただきます。

14期の糸川 千恵子🐵です。乱文お許しください。

　｢うち！この学校入りたい｣70年前従姉妹に四條畷高校のイベントに連れられて校

門をくぐった小学1年生の言葉でした｡子供ながらにふわっとして自然で気品のある

校風を感じ取ったのだと想います。住道中学から当時目珍しかった放課後の補習を

受けて畷校に進む事が出来ました。

色々な楽しかった行事を思い出しましょう。男子10キロ 女子5キロの寒中マラソン

1年生の時は頑張って上位に入賞し､2年生インフルエンザ流行で中止｡ウッシッシと

皆んなで喜びました｡3年生の時は周囲の景色を観る余裕で大勢手を繋いでゴールの

テープを切りました。

ラグビー部 強かったです｡硬式野球部の応援では黄色い声を張り上げて相手チーム

のピッチャーを降板させてしまいました。　

飛び込み用と25mのプールがあり､泳いでいると長い青大将の蛇と並んでスイスイ？

なんとのどかな田舎の学校でした。

昼休み時間 放送部がかけてくれる中庭でのフォークダンスタイム　進学勉強され

ている中での先輩達との交流もありました。　

寝屋川高校との交流試合がありました。自分が所属しているクラブの種目以外に参

加する規定で先生方と全校あげて盛り上がった想い出です。

　テレビでのビックニュース 淀号ハイジャック事件､世界的に有名なマリンバ演奏

者種谷睦子さんが北朝鮮で演奏会をした時、終演後同期の田宮高麿君が花束を持っ

て訪れ卒業後初めて面会されました。

楽しかった‼️100周年事業の進め方　各期で理事を5名選らんで貰い任命し､各期目標

400万円時もその時寄付された皆様全員の名前が畷高　楠葉館（同窓会館）の前

自主と校風？記念碑に彫られています。畷高に来られた時はご自身のお名前を探し

見てください。　

　新型コロナウィルスの影響で色々な行事が中止。又は延期になっておりますが、

楠葉会はコロナに負けません。先輩方から教わった事を後輩達に継続して貰える様

100年後に向けてがばりましょう‼️

畷高OBの皆様からコマーシャルを掲載していただいておりありがとうございます。

　楠葉会バッチを作成いたします。大好きな畷高バッチ期待して下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

一日も早い新型コロナウイルス感染症の終息を願っております。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　近 況 報 告　」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　白川　初美　会員

皆様、お元気にされていますか？

緊急事態宣言が延長になり、皆様にお会いできない状況が続いていますがきっと逞

しくお過ごしの事と存じます。

私は高齢者施設、介護事業、医療事業を運営しておりますので、感染の恐怖を身近

に感じながら日々過ごしております。

現在もなお大阪の医療体制が逼迫している事で通常できていた救急搬送も今は大変

厳しい状況が続いておりますので、施設にご入居者されている方々の体調管理とス

タッフの体調管理に常に留意しながら日々奮闘しております。今のところ体調不良

や感染者もでておりません。

ご入居者の方々とスタッフ全員が感染に関する高い意識を持ち、責任ある行動をし

てくれているおかげだと毎日感謝しております。

ようやくワクチンの接種がスタ－トをしましたが、まだまだ安心できる状況ではあ

りません。コロナ自粛に少しづつ慣れてきたものの、自身が気が付かないうちに心

身にストレスが溜まってきている方も沢山いらっしゃると思います。

私の日常生活のリズムも随分変化しました。

「早寝早起き」「ストレッチ体操」「３食の食事をとる」「楽しい事を想像する」

不規則だった頃に比べると睡眠の質も良くなった感じもしますし、仕事の効率も上

がり、自分時間もつくれるようになりました。おかげで普段なかなか見れなかった

映画や音楽の鑑賞をしたり、ゴルフの練習をしたり、断捨離をしたり、家庭菜園を

したり、自分ペースで無理なく「おひとり様」を楽しんでいます。

皆様も色々と工夫されているかと思いますが、やはり、マスクなしでも過ごせる事

が一番いいですね。

一日も早くコロナが終息しますように、皆様のご健康をいつも心より祈念しており

ます。

皆様に会える日を楽しみにしております。
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　　　　　　　　　　　　　 　　　　  　　　　「　-コロナ禍の近況報告-　」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　伊泊　規子　会員

病院はコロナ患者を受け入れて毎日がとても忙しいです。

幸いに老人ホームの方からコロナ患者、クラスター等が出ていないので安心してい

ます。

自分事では、いよいよ家では看護できずに、病院に夫が入院しました。毎日顔を見

に出かけています。夜は一人でゆっくり酒を飲みながらＷＯＷＯＷを見て過ごして

います。

コロナ終息後、皆で楽しく美味しいお酒を飲みに行きたいです。

それまで頑張ろう！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【　　御　　礼　　】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事　　大和田　雅江

今回の週報を持ちまして、”コロナ禍での皆さまの様子”を終了いたします。

ご協力ありがとうございました。

例会は開かれず皆さまとの交流が持てないことに危機感を感じまして週報を通じて

皆さんとつながることを考えました。ほぼ全会員の皆さまのご協力を得ました。

又、皆さんの現状を知ることができ、安心しました。

７月から新年度が始まります。

早くコロナが終息して例会が開かれ、皆さんとお会いできる日をお楽しみにしてい

ます。
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米山奨学生

ROSSER JONES,LUKE BENJAMIN

(ﾛｯｻｰ ｼﾞｮｰｽﾞ,ﾙｰｸ ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ)

英国　立命館大学(茨木) 学部３年

　私はルーク・ロッサージョーンズです。 イギリスの南ウェールズ出身です。

年齢は２３歳で、立命館大学の３年生でＣＲＰＳコースを専攻しています。大阪

に住んでいて、日本に来てから５年ほど経ちます。立命館大学に入る前は語学学

校に２年間通っていました。

休日はサッカーやカードゲームをしたり、国内の自然豊かな場所に出かけていま

す。 今後は日本食を作ってみたり、武道に挑戦してみたいです。

私の母国であるウェールズには、ウェルシュ語やユニークな祭りや休日など、た

くさんの興味深い伝統や古くからの文化があります。私は野生動物にとても関心

があり、卒業論文は昆虫や鳥類について書こうと考えています。最近では蜂の保

護について調べていて、特に日本でのミツバチの活用方法や農村地域における農

業面での問題点に注目しています。将来はこの分野の研究を続け、日本でやりが

いのあるキャリアを築きたいと思っています。

日本の農村部で、人間と野生動物間の問題を解決し、持続可能な農業計画に携わ

りたいです。

　パンデミックにより厳しい状況下ですが、ロータリークラブの活動に貢献し、

米山奨学生としてたくさんの方々と交流をできることを願っています。

　・社会奉仕委員会

　・物故者 柿木清司名誉会員

　　クラブから弔電・供花をしました。

　　弔慰金は会長幹事がコロナが落ち着いてから

    ご自宅に持参予定です。

　　チラシを臨時会報と同封しております。

　　支援金 ぬっく5万円、子ども食堂4軒各5万円

　・大川会員より､「ｵﾍﾟﾗｺﾞﾙﾌｱｶﾃﾞﾐｰ」のお知らせ

　・台中南門RCより、日本への感謝のお手紙

　　臨時会報と同封しております。

お誕生祝

5月 西村会員･岡橋会員･

青田会員･白川会員

6月 荒金会員

(※例会開催時にお祝い致します)

お知らせ
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