
＊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 ： ｢本年度活動方針｣　会長・幹事・会計・S.A.A.・五大奉仕

閉　会　点　鐘 ：  13:30

月 日の例会の記録

： 名

： 名

： 名

： 名

： ％

： ％

％

お誕生祝

5月 西村､岡橋、青田、白川  6月 荒金 各会員

23

　大阪YMCA国際文化センター並びにZoomウェビナー

 2021～2022年度

1083 10 203

 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

3

80.00

3月10日

Daito Chuo Osaka Japan

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 シェカール・メータ

■会長：森原正樹　 ■幹事：住川奈美　■会報委員長：糸川千惠子　

出　席　率

次週のお知らせ

出席規定免除者数

欠　席　者　数

吉　川　秀　隆　ガ バ ナ ー 公 式 訪 問

5

20

6

出　席　者　数

　各日ともに　13：00～　オンライン開催

28会　員　数 ・10/20㈬ IM第3組 会長幹事会　住川　　　　　  

　ZOOMによるオンライン会合　15：00～16：00

・10/23㈯ ｸﾗﾌﾞ国際奉仕委員長会議　北田 

・10/30㈯、10/31㈰、11月3日(水祝)秋のライラセミナー　　　　　  　

・10/27㈬　    吉 川 ガ バ ナ ー 公 式 訪 問  　  

修正出席率 76.00

80.00

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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・誕生祝い頂いて｡長期の欠席失礼しました｡ﾏﾝｼｮﾝの理事会と曜日と時間が同時でし

　た｡今回から理事会の曜日変更しましたのでこれからは出席OKです。　寺田会員

・本年度最後の例会です｡皆様お疲れ様です｡本当に有難うございました。庵谷会員

・本年度お疲れ様です。次年度もよろしくお願いします。　森原会員

・庵谷会長、理事役員の皆様お疲れ様でした。　岡野会員

・本年度国際奉仕委員長をさせて頂きました。皆様には寄付等大変にお世話になり

　有難うございました。　吉村会員

・お久し振りでございます。　荒矢・大東・北田 各会員

・再会が出来て非常にうれしく思います。祝して。　清水会員

・お久しぶりです。みなさんの顔を見て安心しました。　西村会員

・〃｡今年度最後の例会になります。次年度もよろしくお願いします。　岡橋会員

・今年度最後の例会です。一年ありがとうございました。　大和田会員

・お久しぶりです。ワクチンも2回接種し一安心です。　住川会員

・皆さんとやっとお会い出来た事とても嬉しいです!!　白川会員

・久し振りの会合で嬉しく想います。　大川会員

・庵谷会長、大和田幹事一年間お疲れ様でした。　荒金会員

今期累計額

≪　会長の時間　≫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　庵谷　和宏
本当にあっと言うまに今年度のロータリーの最終月となってしまいました。

振り返りますと、２０１９年１２月に中国の武漢市で発生した新型コロナウイルス

感染症の拡大・蔓延の影響にて、本当に窮屈で辛抱を続ける毎日だったと思います。

さらに、これが一体何日まで続くのかも分からずまま、本日を迎えてしまいました。

実際には、今年度の例会の初回は、７月に無事に開催する事が出来ましたが。

その後、毎回・毎回開催出来るかどうかにやきもきしながら、状況を見守るばかり

でした。最後の例会についても､久し振りに開催出来そうではありますが､今年度の

総括や次年度への引継ぎなど、それぞれの立場で皆様が苦労されていると思います。

その中で､各奉仕活動委員会では数多くの目標を達成して頂き､ありがたい限りです、

最後になりましたが、今年度は自身の力不足にて、何も会長らしい活動が出来ずに

申し訳なく残念に思っております。

次年度もまだまだ予断を許さない状況ですが、今年度のコロナ禍の中で経験した対

応策が、活かされる事があるかと思いますので、今後は少しでも新会長の力になれ

ますよう頑張って参ります。

会員の皆様、この１年間本当にありがとうございました。

新年度も引き続き、お体を御自愛くださいませ。

当　日　計 ¥53,000

¥439,000

ニコニコ箱
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[幹事報告]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事　大和田　雅江

【理事会報告】 2021年6月23日　11：00～　ホテル阪奈　例会場

【出席者】　庵谷会長 住川会員 北田会員 森原会員 白川会員 荒金会員 大東会員

　　　　　　荒矢会員 吉村会員 清水会員 岡橋会員 大和田会員　全員出席

【議題】　

１．会長挨拶

 　２．各委員会報告

①3月、4月、5月度会計報告　北田会員

　全員納入の報告あり。例会が開かれなかった為、ニコニコが集まらなかった。
　そこで､一般会計からニコニコに100万円入れる事 又､新年度会費3万円を減額し

　て徴集する事を理事会で承認した｡後日､新年度に総会で承認を貰う事を決めた｡

②社会奉仕委員会から報告　　岡橋委員長

　・子ども食堂　支援金　

　　大東4か所（グレース、元禄、ほっこり、つくしんぼ）　　各5万円

　・ぬっく　子供シェルター支援

　　6月23日　10：30　ホテル阪奈にて　　支援金贈呈　5万円

　　ぬっく代表　弁護士　森本志麿子氏

③各五大奉仕委員長からは“本年度省みて”卓話にて報告する。

３．幹事報告

①今年度新入会員2名目標　1名増を達成する

②IM3組第6回会長幹事会開催

6月28日　帝国ホテル　18：00～

③本年度　活動報告提出について

6月30日　事務局まで

４．新旧役員理事引継ぎ

５．閉会

Ｒ財団より称号がおくられました

☆マルチプル･ポール･ハリス･フェロー

　西垣　文雄会員　3回目

☆ポール･ハリス･フェロー

　岡橋　由佳会員

お誕生日おめでとうございます。

2020～2021年度 6月度新旧理事会 議事録
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次年度幹事　　住川　奈美

日時　　　2021/06/23　　　AM11:30

場所　　　ホテル阪奈　例会場

出席者　　森原･庵谷･白川･岡野･荒矢･岡橋･荒金･北田･吉村･大東･住川

１　森原会長挨拶　　

　　会員皆様の協力を得ながら、１年間　頑張っていきたいと思います。

　　ご協力　宜しくお願いいたします。

２　各委員長　決定

３　審議事項

　　予算・年会費についての提案

　　事務局員の雇用契約について　　　　　時給・賞与に関して　昇給希望あり

　　例会基準をどうするか

　　出席免除者について　　規定の適用免除願の提出を依頼する

　　年間予定表の確認

　　委員会構成の確認

●））前回(6/23)の卓話（（●

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

今年度はコロナ緊急事態宣言が続く中、例会開催も難しい状況が続いております。

大変な最中でも新たに梅木京子さんがご加入して下さった事はとても嬉しく、会員

増強委員会の方々のご尽力と

協力していただいた梅木さんには心より感謝申し上げます。ありがとうございます。

コロナが終息するまでにはまだ時間を要しますが、皆様と共に協力しあいながら、

クラブを盛り上げていきたいと思っております。

とにもかくにも絶対に感染しない！皆様の健康あっての大東中央ロータリークラブ

です。
一日も早く以前のように、皆様と明るく楽しいクラブ運営ができますようにといつ

も祈念しております。

― 本 年 度 を 省 み て ―

大東中央ロータリークラブ　次年度理事会　議事録

クラブ奉仕 青田委員長 親睦委員長 荒金委員長

職業奉仕 荒矢委員長 直前会長 庵谷会員

社会奉仕 吉村委員長 会長エレクト 白川会員

国際奉仕 北田委員長 S.A.A. 岡野会員

青少年奉仕 岡橋委員長 会計 大東会員
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◇職業奉仕委員会
　                                                    委員長　　荒矢　恵子

新型コロナウイルスにより何も出来ずの一年でした。

唯一、昨年9月5日に職業奉仕委員長会議にオンラインで参加させて頂きました。

その時“原点にもどって”活動をと言われたことが気になりました。

ロータリーの根幹は職業奉仕によるもので

“ロータリーの樹”等　目的、役割についても説明を受けました。
年代により解釈が変化しているので“原点”にと言われたのですが、現状の変化を

理解していない状況でどう判断していいかわからないままになっています。

只、最後に　人づくりは自分づくりが基本であると言う説明を受けロータリーの深

さを知りました。

◇社会奉仕委員会
                                                    　委員長　　岡橋　由佳

R2年9月　　赤い羽根共同募金　15,000円　協力しました。　

10/17　　社会奉仕委員長会議に出席しました。

10/28　　社会奉仕月間に因んで

　　　　　 　地区社会奉仕委員の青田会員と共に卓話をしました。

　　　 　　　同時に薬物防止「ダメゼッタイ」の募金活動をしました。

　　　 　　　11,274円ご協力ありがとうございました。

R3年6月　　活動計画通り　大東市内の子ども食堂

　　　　　　　・ほっこり

　　　　　　　・グレース

　　　　　　　・元禄

　　　　　　　・ぬっく

　　　　　　　・つくしんぼ

　　　　　　　以上５件に各50,000円を支援しました。

◇国際奉仕委員会
                                                    　委員長　　吉村　悦子

今期はコロナ禍の中、すべての事業が中止されました。

その中でも、財団への年次寄付＄150､ポリオ寄付＄50を目標に掲げ取り組みました。

みなさんにご協力をいただき、年次寄付とポリオ寄付に19名の方、総額395,000円を

していただくことができました。

ベネファクターには、庵谷会長がしていただきました。

米山奨学寄付普通特別を合わせての３万円につきましては、糸川会員がみなさんへ

毎回呼びかけていただき21名の方、総額55万円をしていただくことができました。

初めて、国際奉仕委員長をさせていただき、いたらない点多々ありましたが、皆様
に支えていただき目標を達成させていただいたこと感謝いたします。

本当にありがとうございました。
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◇青少年奉仕委員会
                                                   　委員長　　荒金　正之

青少年奉仕委員会は25周年記念事業として地区補助金を申請して「だいとう昔がた

り」を700部作成して大東市内の青少年に配布する予定でしたが､コロナ禍の影響に

より予定していた大東青年会議所の親子の絆イベントでの配布やJ:COMと共同し、

ケーブルテレビを通した配布予定等が中止となり十分な配布活動が出来ませんでし

た。

本は次年度青少年奉仕委員会岡橋委員長と共に配布活動を継続していく所存です。

また、「大東市こども会フェスティバル協賛」では、大東市生涯学習課と協議を行

い協賛金の使用方法や運用方法を確認し、適正な運用をしていただいていると判断

し例年通り協賛をさせていただきました。

◇Ｓ.Ａ.Ａ.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S.A.A.　　大東　雅代

本年度は前年度に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大により、例会も連続休会

で大変な一年でした。

感染防止対策として､会員の皆様にはマスク常時着用をお願いし､会場入口にはアル

コール消毒液や体温測定器を設置して、窓を開けこまめに換気を行いました。

例会中も、テーブルは１卓に３名〜４名掛けとし、正面に対座しないような形式に

しました。

友愛の握手、国歌及びロータリーソング斉唱を割愛し、食事中の会話を控えて頂く

などの感染防止に努めて参りました。

皆様のご協力により、なんとか無事に勤めさせていただきました。

一年間ありがとうございました。

◇会計

                     　                                 会計　　北田　宗男
2020〜21年度は、コロナ禍の影響により、満足なロータリー活動が出来ない中、会

費の面では皆様のご協力基、納付頂き誠にありがとうございました。会の運営資金

会計である一般会計部門では、会合費、委員会費等の支出減により多額の繰越金が

発生致しました。ここ数年の繰越金と合わせまして、任意団体としては、かなりの

留保金を持つ事になりました。その中の一部を、皆様のご理解の下奉仕事業部門に

繰越入れさせて頂き、例会開催数減による奉仕活動費収入減を解消出来たのは、次

年度以降にとっては、良策であったと思います。この方策によりクラブ細則を見直

すきっかけになり、次年度以降も現状と合致しない文章や文言を改正して頂けたら

なと思います。

一年間ご協力ありがとうございました。
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◇幹事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事　　大和田　雅江

　今年度は､新型コロナ　パンデミックのもとで“コロナで始まって､コロナで終わ

る”という前代未聞の状況でした。政府が発表した「緊急事態宣言」は4回に及び、

大阪府として｢蔓延防止宣言｣が数回発令され、｢例会の開催｣をどうするかを会長と

相談しながら、又､臨時役員会を開き､毎週月曜日に事務局の出田さんにFAX､メール

で発信して頂きました。大阪府は死亡率が全国で一番多く、医療機関のひっ迫が連

日報道されました｡クラブとしては､クラスター等が出たのでは大変なことですので、

会員の健康状態を考えながら、例会の休会を残念ながら実行することになりました。

　ロータリー活動は、毎週の例会で逢い、食事を楽しみながら会員の卓話を大切に

運営していたのですが､その事が｢不要不急｣｢3人以上の集まり｣の禁止ということで

絶たれてしまい、どうやって運営をしていけば良いのか悩みました。退会者が出る

のではないかと内心心配をしました。

　そこで、“コロナ禍”で皆さんがどのように過ごされているのか、会社のこと、

家族のこと､自分のことを400字以内にまとめてもらい､臨時週報で発表し､交流しよ

うと試みました。皆さんのご協力により4回の臨時週報を発行し､28名中25名の方の

参加でそれぞれの“過ごし方”を紹介させていただき、皆さんの状況を知ることが

出来、嬉しく思いました。ご協力ありがとうございました。又、事務局の出田さん

には今まで以上に奮闘をいただきました。今年度、委員長に

　３年未満の会員　荒矢会員が職業奉仕委員長、吉村会員が国際奉仕委員長、清水

会員が親睦委員長を引き受けてくださり、奮闘していただきました。荒矢会員から、

地区の職業奉仕委員長会議（ZOOM会議）に出席いただいて、“ロータリーの根幹は

職業奉仕”であることの発言があり、新しい会員さんも積極的に地区の委員会に出

席することで、沢山のことを学んでいることを実感しました。

〈今年度のまとめとして〉

〇理事役員会10回開催　例会11回開催

（大川会員のご協力により、大川創業の事務所を借りることができました）

〇新入会員1名増　　梅木京子さん　退会者なし

〇委員会活動

　‣青少年委員会「大東昔がたり」本増刷　700部　地区補助金209,583円受領

　‣社会奉仕

　　　・子ども食堂　4か所支援　

　　　・ヌック　子供シェルター支援

最後になりましたが、大東中央ロータリー発足時会長、現在名誉会長　柿木清司様

（95歳）が5月23日死去されました。心からご冥福をお祈りいたします。

以上、ご報告終わります。
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◇会長                                           

                                                       会長　　庵谷　和宏

私の当年度の最初の思いとしては、（自分の力不足は棚においての思いですが）

    とにかく全例会・理事会に出席する事。

    クリスマス会に（初めて）参加する事。

　　退会者が０人である事。

　　会員を２名以上増やす事。

など当たり前で基本となる事を実行して

２５周年記念として何が一番皆様の記憶に残るのかを考えて実行する事でした。

しかしながら、実際に出来た事は、皆様のご理解により退会者がいなかった事、

そして会員増強委員会の皆様のお力で、新規会員が１名増えた事、
そして、当年度の例会の初回と最終回が無事に開催出来た事ぐらいです。

残念ながら､全例会･理事会への出席やクリスマス会への初参加は出来ませんでした。

また、２５周年の区切りの年度でありましたが、何の行事も開催できずに

会長としての役員・理事との食事会すら開催出来ずに終わってしまいました。

本当にあっと言う間でしたが、じっくり振り返るとたくさんの反省点や残念な思い

ばかりが思い起こされる一年でした。

現在、新会長の元、新年度を迎えて３か月程過ぎてしまいましたが、世間の状況は

以前の生活環境に戻る様子も無く、例会すら開催する事が出来ない状態が続いてい
ます。

そんな中でも､ワクチン接種が順次進んでおり､これからの感染者の拡大や重症化を

抑えてくれるのではないかとの期待が膨らんでおります。

一日でも早く通常の例会が開催されますように祈っております。

また、一方でコロナ撲滅からｗithコロナに舵取りを変える事も必要になるのかな？

と、ふと思ったりしております。

いずれにせよ、当面制限された生活様式に我慢する事が続くと思いますが、

何をおいても健康第一です。お体にご自愛くださいませ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今後ともよろしくお願い申し上げます。
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