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第2660地区

大東中央ロータリークラブ

＊事務所

＊例

会

〒574-0046

毎週水曜日

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

12：30～13：30

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞhttp://www.dcrc31477.com/
■会長：森原正樹 ■幹事：住川奈美 ■会報委員長：糸川千惠子

RI会長 シェカール・メータ

四つのテスト

2021～2022年度

言行はこれに照らしてから

国際ロータリー・テーマ
奉仕しようみんなの人生を豊かにするために

コロナ期間

臨時会報

令和

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

3 年 8 月 10 日
※不定期発行
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会長の時間

≫

会長

森原

正樹

こんにちは。
大変熱い日が続いていますが皆様いかがお過ごしでしょうか？体調には十分注意
して頂きますようお願い申し上げます。
８月２日より８月３１日まで緊急事態宣言が発令され例会も開催出来ない中です
が、７月２８日にIM３組の会長幹事会が行われました。吉川ガバナーご出席の中、
各クラブ会長の３分間スピーチがあり、活動計画や今後の抱負を発表されました。
その中で例会の開催方法が様々で休会をしているクラブや、通常通りに開催して
いるクラブや、ハイブリット例会と言って会場に来る人とネットでの参加で開催
しているクラブがあり、色々な工夫をされていると感じました。
また、吉川ガバナーの挨拶の中で８月は会員増強月間であり会員増強を強調され
ていました。本年度の会員増強委員会の皆様には大変苦労をお掛けしますが宜し
くお願いします。
まだまだ新型コロナウイルス感染が拡大していますが十分にお気を付けください。
Daito Chuo Osaka Japan

[幹事報告]
2021-2022 大東中央ロータリークラブ
議題

8 月度 理事会 議事録

日時

2021/08/04 AM11：00

場所

(株)アクセスライフ会議室

出席者

幹事
住川
理事会 議事録

奈美

森原・北田・荒金・岡野・荒矢・白川・住川

役員

会長

議案

承認・その他

例会開催の基準をどうするか、基準設定の提案

赤

会長幹事会出席して、例会開催の基準を再考し

黄 or 青→変更後 2 週間して

休会

たい

から
例会再開

例会をハイブリッド形式で行えないか
会長エレクト
副会長

特になし
特になし
会長幹事会に出席し、まん防の中でも例会を実

幹事

施されているクラブは多くあり、なかでもハイ
ブリッド形式が多い。当クラブでも可能か

会計

一般会計から奉仕会計への振り替え（100 万

書面決議の結果

円）

実行済

承認済

細則変更について
例会開催が昨年から難しい状況にあるが開催
S.A.A.

されれば
感染対策に注力し、安全な例会を行う

直前会長

特になし

理事
職業奉仕
（荒矢会員）
社会奉仕

議案
前年度より引継ぎ。職業奉仕はロータリーの根幹。前

承認・その他
特になし

年は出前授業等できなかった。地区に大和田会員がお
られるので、相談していく。予定いまのところなし。
地区補助金の申請は済

欠席の為 特になし

大東昔がたりの増刷を利用した奉仕活動をしたい。

欠席の為 特になし

（吉村会員）
青少年奉仕
（岡橋会員）
親睦奉仕
（荒金会員）
国際奉仕

市の生涯教育課と相談する。子供食堂からの感謝状
例年開催の日帰り・一泊旅行・クリスマス会の実施を

委員会を開けていない

考えているが、状況を見ながら考える。

※同好会の実施

ど。他同好会を作って実行する
委員会の開催

（北田会員）
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ゴルフコンペな
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「大東中央ロータリークラブ
臨時会報発行にあたってのお願い」
幹事
住川 奈美

緊急事態宣言下で行われた東京オリンピック2020が、無事？閉会式を終えました。
日本選手団の活躍に、テレビの前で応援し、やったー！と声をだしていると、
コロナ禍での重苦しい気持ちも、暫し、晴れ晴れ致しました。
オリンピック開催に賛否ありましたが、まずはメダルラッシュに日本が沸いたのも
事実ですね。
反面、コロナ患者は急増し、医療機関ではまたまた大変な局面を迎えています。
森原会長年度が発足して１か月以上が経過致しましたが、一度も例会も開けず
皆様とお会いする事も叶いません。
一体 いつになれば、以前のように話したり、笑ったり、歌ったりできるのか
そんな日が又いつか来るのかと、もやもやしてしまします。 そこで
クラブ会員さん同志が何か繋がりを感じていて頂きたいと思い、ロースター予定表
のその月の卓話に当たっておられる会員さんのお話を臨時会報に順次載せてい
きたいと思っております。
例えば８月は、北田会員と荒金会員にお願いしております。楽しみにしていてくだ
さい。皆様にもご協力

宜しくお願い致します。

例会が早く再開されますよう祈ります。
また厳しい暑さも続きます。お身体 ご自愛ください。

上高地です！
少し涼しい風
感じて下さいね
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●））卓話（（●

「

近 況 報 告

北田

宗男

」

会員

コロナ禍の中、如何お過ごしでしょうか
私は元気そうに見えて大変つらい思いをしております。
昨年２月ゴルフ中に右足ふくらはぎの肉離れを起こしましたが、
養成もせず、そのまま1年間で７０ラウンドをこなしました。
しかし１０月のクラブ選手権の時ぐらいから、右足股関節の痛みを
感じ始め以来今日まで痛みが続いております。
そのうち治ると思い放って置くと、異常な痛みを感じるようになり、
最悪の時は、カートに乗るのに右足が上がらず乗れない状態でした。
という事で現在治療中であります。ＭＲＩで撮っても異常無し、
マッサージ、針、吸玉、と複数の治療院に掛り、自宅ではマッサージ機や
ヘルストロンに乗り、先週は元会員の辻岡さんのファイテンショップに行って、
治療してもらいました。
辻岡さんが言うには、右足小指が悪いのと歩き方の問題があるそうです。
かかとから親指に重心を掛けて歩くそうです。テーピングもしてもらい、
少し楽になりました。また店には色んな機材があり、試させて頂きました。
体の調子が悪い方は、一度訪問されてはいかがですか？
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「 大東中央ＲＣ King of Golf 開催 」
荒金

正之

会員

いつもお世話になり有難うございます。
本年度はゴルフ同好会を再開すべく「King of Golf」を企画させて頂きました。
皆様のご参加、ご協力をよろしくお願い致します。
ルール
○年間12ラウンドを企画し、参加して頂いたラウンドの中から上位3ラウンドの合計
で順位を競う。
○各ラウンドのハンディはダブルペリア方式で算出する。
○3ラウンドに満たない参加者は成績の悪い方のスコア×不足ラウンド数を足して
計算する。
実施予定日
9月8日
10月13日
11月23日・24日
12月8日
2月22日・23日
3月9日
4月26日・27日
5月18日
6月15日

阪奈カントリークラブ 1ラウンド
阪奈カントリークラブ 1ラウンド
徳島県方面 2ラウンド
阪奈カントリークラブ 1ラウンド
和歌山県方面 2ラウンド
阪奈カントリークラブ 1ラウンド
三重県方面 2ラウンド
阪奈カントリークラブ 1ラウンド
阪奈カントリークラブ 1ラウンド
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お知らせ
・8/28(土)
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
10：00～11：30 Zoomウェビナー
・8/28(土)
クラブ青少年奉仕合同委員長会議
13：30～16：30 Zoomウェビナー
・9/3(金) 第3回地区米山奨学委員会
16：30～18：00 Zoom

森原・糸川

岡橋

岡橋

・9/4(土)
2021学年度クラブ米山奨学委員長・カウンセラー研修会
10：00～12：00 Zoomウェビナー
・9/4(土)
ロータリー財団セミナー
14：00～17：00 Zoomウェビナー
・9/30(木) 第3回社会奉仕委員会
16：30～18：00 Zoom

吉村

青田

お誕生祝
７月 川西会員
８月 伊泊会員・住川会員・多田羅会員
(※例会開催時にお祝い致します)

※掲載の写真は以前に撮影したものも含まれております。
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清水・西村

