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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

四つのテスト

RI会長 シェカール・メータ
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

第 1084 回

例

歓迎！ 吉川

会

令和

秀隆

開 会 点 鐘
ロータリーソング
来 客 紹 介
会 長 の 時 間
諸
報
告
卓
閉

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 10 月 27 日

ガバナー 公式訪問
：
：
：
：
：

12:30
「我等の生業」
親睦活動委員長
会
長
幹事、各委員長、出席報告、ニコニコ箱

話
： RI第2660地区ガバナー 吉川 秀隆 氏
会 点 鐘
： 13:30
吉川 秀隆ガバナー プロフィール

生年月日 1949（昭和24）年 8月17日
勤 務 先 タカラベルモント㈱ 代表取締役会長兼社長
所 在 地 大阪市中央区東心斎橋2-1-1
【経
歴】
日本大学経済学部 卒業
東京日産自動車販売株式会社 入社
1989年 タカラベルモント㈱ 代表取締役社長
1999年 タカラベルモント㈱ 代表取締役会長兼社長
2020年 現在に至る
【職業分類】

【その他】
ロータリー財団 マルチプル･ポール･ハリス･フェロー
ロータリー米山記念奨学会 米山功労者（マルチプル）
【賞 罰】
2004年10月「薬事功労」につき厚生労働大臣表彰を受賞
2006年10月｢就職援護業務支援｣につき国務大臣
防衛庁長官より感謝状を受賞
2009年11月「産業振興功績」に基づき藍綬褒章を受章
2015年10月｢工業標準化の発展｣につき経済産業大臣表彰を
受賞

理髪店用備品製造
【ロータリー歴】
1993年 IAC（インターアクト委員会）委員長

2016年10月「公益への寄与」に基づき紺綬褒章を受章
2018年5月ベトナム社会主義共和国外務大臣表彰を受賞
2018年7月｢国際交流への貢献｣につき外務大臣表彰を受賞

1995年 雑誌委員会 委員長
1996年 SAA・役員
1998年 幹事・役員
2005年 青少年奉仕委員会 委員長・理事
2013年 副会長・クラブ奉仕委員会 委員長・理事
2015年 クラブ会長
2016年 会員選考委員会 委員長
2017～18年 100周年記念事業準備委員会 委員長

2018年10月「教育への成果」につき文部科学大臣表彰を受賞
2018年12月｢戦没者遺族援護功労｣につき厚生労働大臣表彰
を受賞
2019年8月 チリ共和国よりベルナルドオイギンス勲章
グランオフィシャル章を受章
2019年10月｢就職援護基盤拡充功労｣につき防衛大臣より
感謝状を受賞
2020年4月経済産業省の推薦により旭日小綬章を受章
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次回（11/10）のお知らせ

卓話：「財団寄付と認証」講師：地区R財団委員長 明石晃氏 担当：大和田R財団委員長
10 月 20 日の例会の記録
お知らせ

出 席 報 告
会

員

数

：

出

席

者

数

：

欠

席

者

数

：

出席規定免除者数

：

出

：

席

率

3月10日 修正出席率

：

28
18
7
3
72.00
76.00

名

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

名

13：00～

オンライン開催

名

・11/3㈬

休会日

名

・11/5㈮

第5回地区米山奨学委員会
13：00～

％
％

オンライン開催

・11/10㈬ 卓話：「財団寄付と認証」明石地区R財団委員長
・11/10㈬ IM第3組「燦々会」会長幹事会

80.00 ％

18：00～19：30
・11/17㈬

卓話

ホテルニューオータニ2階(ﾏﾝﾊｯﾀﾝｸﾚｲﾝ)
：

青

田

会

員

お客様：
米山奨学生

お誕生祝

ロッサージョーズルークベンジャミンさん

7月 川西

8月伊泊・住川・多田羅

10月森原・吉村 各会員

ニコニコ箱
・皆様お久し振りでございます。“ウレシイですネ！”青田会員
・皆様やっとお会い出来て嬉しいです。これが長く続きますよーに。住川会員
・お久し振りです。やっぱり皆様のお顔を見ないと一生はつまりません。伊泊会員
・久し振りに皆様のお顔を拝顔し嬉しいです。 西垣・西村 両会員
・お久し振りです。これからも宜しくお願いします。 田中・荒矢 両会員
・久しぶりの例会皆様との交流感謝します｡各役員ご苦労様でした｡寺田会員
・皆様お久しぶりです。これから毎週例会が開催されますように。庵谷会員
・10月4日で60才になりました。益々頑張ります。吉村会員
・皆様お久しぶりです。よろしくお願い申し上げます。岩本・大東・岡橋 各会員
・みなさんお久しぶりです。お元気でいらっしゃいますか？ 川西会員
・やっと！例会が開かれましたね。皆様とお会い出来とても嬉しいです！！
白川・大和田・清水 各会員
¥46,000
¥46,000

当 日 計
今期累計額

≪

会長の時間

≫
副会長

青田

朝代

皆さん こんにちは。 久し振りに例会でお会い出来て嬉しいです。
本日は森原会長が体調を崩されて欠席されております。今日は代理を務めさせてい
ただきます。例会後は､指名委員会を開催致しますので､よろしくお願いいたします。
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[幹事報告]
幹事

住川

奈美

奨学金授与

お誕生日おめでとうございます。
Daito Chuo Osaka Japan
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●））先週の卓話（（●

― 新年度活動方針 ―
◇会長
森原 正樹
代理副会長 青田 朝代
この度、大東中央ロータリークラブ第２６代会長を拝命いたしまして、心から感謝
し微力ではございますが、全力で務めさせて頂きたいと思っております。
まだまだ新型コロナウイルスの終息も見えない中ですが、感染拡大しないよう出来
る限り例会、理事会を開催したいと思っておりますが、これからは参加方法も会場
に来られる方やリモート参加など今までに無かった例会方法にも取り組んでいかな
ければならないかと思います。
２０２１－２２年度の国際ロータリーの会長テーマは、
【 奉仕しようみんなの人生を豊かにするために 】
【 Serve To Change Lives 】
2021－2022はロータリーの中核的価値の一つは「多様性であり」、特に「女子」に
焦点を当てて欲しい→「女子のエンパワメント」に取り組んで欲しいとの事なので、
当クラブでは女性が多く在籍しているので、そこを強みに他クラブにない考えで良
いクラブつくりをしたいと考えています。
更に、「ロータリー奉仕デー」に参加するようにとの事なので、皆様には色々な奉
仕活動や親睦活動に参加し、ロータリーとの距離を身近に感じていただきたく思い
ます。その為には奉仕活動の内容を明確にし、地域社会がより元気になるような活
動を行いたいと思っております。親睦活動に関しましても、全員が参加したいと思
う活動を期待しています。
そういった事が会員増強にも繋がってくるのではないかと思います。
２０２１－２０２２年度は女子力を生かしロータリー活動を身近に感じていただき、
会員増強にも繋がる大東中央ロータリークラブに入って良かったと思えるクラブに
したいと思っております。その為には皆様には色々な奉仕活動や親睦活動に参加し
ていただき全員参加型により会員の皆様が喜びを感じ、誇りを持てるクラブにした
いと思います。
最後になりましたが、より良いクラブを目指して住川幹事と共に頑張っていきたい
と思います。その為にも会員皆様の温かい協力ご支援が必要ですのでよろしくお願
いいたします。
以上
庵谷前会長より森原会長（代理青田副会長）へゴングの引継ぎが行われました。

前年度 庵谷会長･大和田幹事一年間お疲れ様でした！
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◇幹事
住川

奈美

この度 大東中央ロータリークラブ 幹事の任を受けさせて頂くことになりました。
経験不足な私にとって、幹事という大役は大変な重責を感じます。微力ながら
いままで歴代の幹事様のように、会長を支え、会員ファーストを心がけていきたい
と思っております。
会長の基本方針のなかで、「多様性」という言葉が心に残っております。
今世界でも大きく取り上げられている言葉です。なかなか、頭で理解していても
本当の意味で「多様性」を受け入れて、さらにそれを実行できる人間性を培ってい
くのはなかなか難しいと思っております。
ロータリーという組織のなかでこそできる人間性の充実を、会員の皆様と勉強して
いきたいと思います。
そういった仲間を増やし、会長と同じ方向をみんなで進めるようサポートしていけ
るよう頑張ります。マイロータリーの登録率は現在低く、会長が目指されている数
字とは乖離がありますが、どこかで踏み込む必要があると感じています。
コロナ禍で、色々な場面での体制の変化を求められますが、いい機会と受け止め対
応していきましょう。
最後に 森原会長と共に頑張りますので、皆様ご指導宜しくお願いいたします。
◇会計
大東

雅代

（基本方針）
会長方針のもと適切な予算の計上と執行を行う。
（活動計画）
①クラブ資金運営の管理
②クラブ資金の保管と記帳
③クラブの財政状況の報告
④年度予算編成の協力
⑤年度会計報告の作成
初めての経験ではありますが、会員の皆様からお預かりしている大切な資金の適切
な運用を心掛け、健全な会計に努めてまいります。ご協力をお願い致します。
Daito Chuo Osaka Japan
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◇ＳＡＡ
岡野

慎司

森原会長が掲げる本年度のRIテーマである｢Serve to Change Lives／奉仕しよう
みんなの人生を豊かにするために」というスローガンとともに「女性のエンパワ
メント」にも積極的に取り組まれるとのことで、S.A.A.といたしましては、女性
が発言しやすい場の提供や、発言の機会を男性会員と同等となるよう留意し、会
場運営・監督していきたいと考えております。また、前任者の方針も踏襲し、例
会が楽しく明るい活気のあるものとできるよう努めていくことで、現会員の出席
率の向上とビジターからの正会員としての入会を促すなど会員維持と増員にも努
めてまいりたいと思います。より多くの方に活躍の場を提供し、それぞれの分野
で社会に貢献（奉仕）していただけるようより良い環境整備・会場監督に務めた
いと思います。
皆様のご協力あって会場管理ができるものだと思っております。何卒、ご協力
の程お願いを申し上げます。

◇クラブ奉仕委員会
委員長

青田

朝代

コロナ禍であります本年度のクラブ奉仕委員会は、出席、ニコニコ、広報、プログ
ラム各委員会と協力して、柔軟に対応してまいりたいと存じます。
① 出席率の向上と会員増強。
② 親睦・各行事の活性化（ワクチン接種が落ち着き次第）。
③ 社会や地域の方々にロータリークラブの存在と活動を周知理解して頂く。
真価が問われる今こそ、会員皆様のご協力をお願いしたく存じます。

-6-

Daito Chuo Osaka Japan

◇職業奉仕委員会
委員長

荒矢

恵子

昨年度は、新型コロナウイルスの拡大で何にも出来ず（お会いも出来ず）送ってし
まいました。
今年度も再度職業奉仕委員長を担当させて頂きます。
コロナ禍の中でどこ迄活動出来るのか。
世の中情勢を見極めながら職業奉仕活動を進められたらと思います。
目標は、地区方針の“原点”にもどってとの報告を受け、ロータリアンとしての使
命を意義ある行動の実践していくつもりです。
これからの一年も皆様のご協力を仰ぎながら明るいきざしを信じて、宜しくお願い
申し上げます。

◇社会奉仕委員会
委員長

吉村

悦子

本年度、社会奉仕委員長を担当させていただきます。
新型コロナウイルスの影響で例会等が開催できない状況が続いております。
そんな中、本年(2021年)秋には飯盛城跡の国史跡(遺跡の重要文化財)指定が実現い
たします｡この機会をとらえ､飯盛城跡と三好長慶をさらに広く市民に周知するとと
もに、市外に広くわがまちの歴史遺産を発信することができればと考えております。
つきましては、次の2点を実行していきたいと考えております。
１，地区補助金を活用し、「大東市にある飯盛城跡が国史跡に指定されることを祝
して飯盛城跡の歴史を冊子に残し後世に伝える」事業を行ってまいります。
２，子どもの環境を少しでも良くするための奉仕活動
会員の皆様のご理解、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
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◇国際奉仕委員会
委員長
代理幹事

北田
住川

宗男
奈美

今期は､国際奉仕委員長を任命頂き､ロータリー財団､米山奨学､双子クラブ各委員長
と共に奉仕活動に従事して参ります。まず会長方針、年次目標として上がっており
ます､財団への年次寄付$150､ポリオ寄付$50､ベネファクター1名､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、完遂する事を目標に､それに沿った内容あ
る説明を例会等で伝えて行きたいと考えております。又、国際的な奉仕活動の積極
的な行動や協力を行い、機会が有れば双子クラブを窓口に台中南門RCとの奉仕活動
が出来れば良いかなと考えます。
一年間宜しくお願い致します。
◇青少年奉仕委員会
委員長

岡橋

由佳

青少年奉仕委員会は、大東市の青少年健全育成推進への協力を継続して行ってきま
した。しかしこのコロナ過で7月の青少年健全育成市民大会は、中止となりました。
子ども会フェスティバルや作文コンクールも屋内での集会行事という特性上、活動
が難しい１年になることも予想されます。
しかし状況が改善して、出席を依頼される様な行事がありましたら、積極的に参加
致します。
活動内容は委員会で話し合い、未来を補う青少年のために役立つ活動ができるよう
に考えていきたいと思います。
2019-2020年度

グローバル補助金の奉仕活動

台中南門RCより写真が届きました

台中南門RCとの南投県芬園郷茄荖小学校設備ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄGG2098044
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