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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 9 月 16 日
※不定期発行

≪

会長の時間

≫

会長

森原

正樹

皆さんこんにちは。
東京オリンピックも終わり、日本のメダル枚数が五輪史上最多の５８個と素晴ら
しい結果となりました。現在パラリンピックが開催されている中、日々メダル獲
得の速報を聞くと新型コロナウィルス感染拡大の嫌なニュースも忘れ嬉しく思い
ます。
さて、９月は「ロータリーの友月間」です。新年度がスタートして３か月目を迎
えますが、当クラブは例会が休会続きで残念な想いでございます。このような状
況下でありますが「ロータリーの友」に全国のクラブが出来ることを工夫して奉
仕活動をされている記事が載っています。「ロータリーの友」を読んで共感し、
私たちも頑張ろうという気持ちになれるように奮起していきましょう。
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[幹事報告]
幹事

住川

奈美

９月半ばを過ぎ、朝夕めっきり涼しくなりました。すっかり秋を感じられるよう
になりましたね。
相次ぐ緊急事態宣言の延長で、９月度の理事会は中止、例会も全く開けないまま、
季節だけが過ぎていきます。
会員の皆様 お元気でお過ごしでしょうか。
さて先日 ９月６日付でFAX致しました件
2021年８月の佐賀・長崎豪雨災害の支援金 また令和３年度の共同募金には
多くのご協力を賜り､ありがとうございました。共同募金記念バッジは､今回の臨時
会報と一緒に同封致しております。ご確認宜しくお願い致します。
緊急事態宣言の再延長がなければ、次回例会は１０月２０日に開かれることになり
ますが、
１０月１３日には森本ガバナー補佐訪問が予定されております。今回は、森原会長、
白川会長エレクト、庵谷直前会長、幹事住川の４名が出席し、補佐と懇談のみ行う
形式を取らせて頂きます。懇談の内容は次回に報告させて頂きます。
赤い羽根

共同募金について

共同募金の由来について調べてみました。この共同募金運動は 第二次世界大戦後
の１９４７年（昭和２２年）に「国民助け合い運動」として始まったようです。
「困ったときはお互いさま」の気持ちから、１回目には６億円 現在の貨幣価値で
は1200億円にも及ぶ寄付金が集まったようです。
現在では｢社会福祉法｣に定められた地域福祉の推進を目的に、自分の町を良くする
取り組む仕組みとして、地域のさまざまな福祉活動を支援されているようです。
私は、小学校の時配られる赤い羽根が、皆のより小さくてショボショボのが当たる
とすごく寂しかったのを思い出しました。
赤い羽根には、こんな意義があったのだなあと今更ながら思い直しました。
まさにロータリー精神と同じなんですね。
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〔委員会報告〕
ゴルフ同好会

荒金

大東中央ロータリークラブ

King of Golf

決定戦

正之

Round1

令和3年9月8日に大東中央ロータリークラブ King of Golf 決定戦 Round1を阪奈
カントリークラブで開催しました。
当日は予報に反して朝から雨のお天気で、開催が危ぶまれましたが、参加して頂
いたみなさんから「やろうよ！！」の気合を頂き開催させて頂きました。
スタート時刻になると雨も小降りになり､1日中弱い雨が降ったり止んだりのお天
気でしたがゴルフには気にならない程度の雨でした。
北田会員がハーフ30台を出したり、白川会員がバンカーからチップインバーディ
ーを取ったりと悲喜交々の展開でした。
結果は森原会長がNET73.6で初代王者になりました。
何かと不慣れな設営で参加して頂いた皆さんには色々ご迷惑をおかけいたしまし
たが､予想以上に楽しく1日を過ごさせていただきました。心より感謝申し上げま
す。
次回は10月13日(水)に阪奈カントリークラブで開催を予定しています。
次々回の11月23・24日はエクシブ鳴門サンクチュアリヴィラに宿泊しグランディ
鳴門ゴルフクラブで2ラウンドする予定です。
たくさんの方々の参加をお待ちしています。

Daito Chuo Osaka Japan

-3-

2021～2022年度

大東中央ＲＣ King of Golf

Round3and4 開催のご案内

日

時

令和3年11月23～24日
午前5時45分 大東市民会館出発

場

所

グランディ鳴門ゴルフクラブ
徳島県鳴門市北灘町折野大川筋182
TEL:088-682-0246

23日 9:50 Westコース INスタート
24日 8:05 Eastコース OUTスタート
宿

泊

エクシブ鳴門 サンクチュアリ ヴィラ

費

用

1泊夕朝食付2ラウンドプレー
￥75,000円前後
（参加人数等で多少前後します。）
コンペフィー￥4,000円

ご不明な点等ございましたら、荒金（携帯）090-3056-2644迄ご連絡ください。

第２７００地区「ロータリー奉仕デー」セミナーのご案内
2700地区「ロータリー奉仕デー」セミナー
「宗像国際環境会議」分科会へ参加のお願い
2700地区ではﾒｲﾝﾃｰﾏである｢ﾛｰﾀﾘｰ奉仕ﾃﾞｰ｣の活動を地区の全7ｸﾞﾙｰﾌﾟでそれぞれ計画して
います｡また､地区では｢ﾛｰﾀﾘｰ奉仕ﾃﾞｰ｣のｾﾐﾅｰを｢宗像国際環境会議｣の分科会に2700地区
主催で参加し､｢Think-global､Act-local(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ規模で考えて､地域に合わせて行動しよ
う)｣のﾃｰﾏで勉強し､活動を発表することになりました。

・【ロータリー奉仕デーセミナー・宗像国際環境会議分科会】
日時
会場

2021年10月9日（土）10：00～12：30（受付9：30～）
福岡会場：福岡ソフトリサーチパーク
宗像会場：ロイヤルホテル宗像

内容

①基本講演：九州電力「カーボンニュートラルビジョン2050」
②2700地区の取組み「Think-global.Act-local」は2700地区の合言葉
③ブルーカーボンとは、Act local事例発表
④2700地区グループ別ロータリー奉仕デー活動紹介

内容の詳細、オンラインにて参加(視聴)ご希望については事務局迄。
締切日 2021年9月30日(木)
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●））卓話（（●

「東京2020オリンピック×パラリンピック
感動をありがとう！」
白川

初美

会員

皆様、こんにちは！
緊急事態宣言、コロナ自粛がずっと続いており、お会いできない状況が続いており
ますが、いかがお過ごしでしょうか？
マスク着用の日常に慣れてはきたものの、緊急事態宣言が続く中、例会や各種会合
の中止で人と交流する機会も減少し、ロータリ－活動も進まない状況ですが、
そろそろ人恋しくなってきた頃ではないでしょうか？
緊急事態宣言下での東京オリンピックも連日のコロナ感染者数5000人越えが続く
中での無観客での開催。いつ中止になるかもしれない状況の中でも必死にチャレン
ジしているアスリ－ト達の最後まであきらめない姿やエピソ－ド、アスリ－ト達の
涙に心から感動し、何度もテレビの前で大泣きしました（笑）
私自身、コロナ疲れのせいなのかどうかわかりませんが、まるでカラッカラに乾い
ていた心にきれいな水が内から湧き出てくるような不思議な感覚でした。
日本のみならず世界中から開催中止の声が飛び交う中での開催はとても困難であっ
たからこそアスリ－ト達の汗と涙とキラキラと輝いている笑顔は沢山の人々の心に
より響くものがあったのではないでしょうか。
パラリンピックも無事開催され、身体に様々な障害があってもそのことを感じさ
せないくらい超越した技術力とパワ－に大変驚きました。ある選手の言葉に「レジ
リエンス－折れない心 限界は自分が決める」健常者だったら、考えなくても済む
ことを､日々の些細なことからずっと向き合わざるを得ない｡障害があることによっ
て生きづらさを感じる中、日々、状況を、思いを、切り開いている。
その切り開いてきた過程でもたらされる強さこそが「折れない」、「どんな状況で
も最後には前を向く」、パラアスリ－ト達はその人生をもって、人間の力強さを私
達に伝えてくれていると強く感じました。
当社の社員も選手サポ－ト役として「ボッチャ」という競技に出場していました。
この５年間選手達を支え続けてきた彼女達の努力が、個人金、ペア銀、団体銅メダ
ルという素晴らしい結果で無事終える事ができ、感無量でした。閉会式での彼女の
笑顔に心からの賞賛と、そして次の2024パリオリ×パラに向けてまた応援していき
たいと思っています。
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コロナ感染拡大という最悪な環境下で開催された、「東京２０２０オリンピッ
ク×パラリンピック」は、これからもずっと私達の心の中の大事なものに気づか
された事としてこれから何年先、何十年先になるかわかりませんが、きっと生か
されていくと思います。今、ワクチン未接種の若年層の間でも変異株の感染拡大
は日々拡がっています。またワクチン２回接種していても安心できない状況がま
だまだ続くでしょう。この状況下でも私達ができることはあると思います。感染
予防を徹底しながら、できることから共にチャレンジしていきましょう。
一日も早く、皆様と笑顔でお会いできる日がくることを楽しみにしています。

お知らせ
・9/30(木) 第3回社会奉仕委員会
16：30～18：00 Zoom

青田

・10/1(金) 第4回地区米山奨学委員会
16：30～18：00 Zoom

岡橋

・10/13(水)
9：00集合

大東中央RC King of Golf
阪奈カントリークラブ

Round3and4 開催

・10/20(水)

卓話：「社会奉仕月間に因んで」
担当 社会奉仕委員会 吉村委員長

・10/27(水)

吉川秀隆ガバナー公式訪問

・10/30(土)、10/31(日)、11/3（水祝）秋のRYLAセミナー ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ 摂津RC
研修日程 １日目 10時30分開会 20時終了予定（受付開始は10時）
２日目 10時開始
21時終了予定
３日目 10時開始
18時閉会予定
研修場所 アットビジネスセンターPREMIUM新大阪 ９０５号室
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