
＊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 ： 「 朝日電器の経営 半世紀を振り返り 」　寺田 晟二 会員

閉　会　点　鐘 ：  13:30

月 日の例会の記録

： 名

： 名

： 名

： 名

： ％

： ％

％

お誕生祝

　お客様 1月　田中・岩本・東坂・北田・大東

　米山奨学生　ﾛｯｻｰｼﾞｮｰｽﾞﾙｰｸﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝくん 2月　糸川・西垣・清水・寺田

3月　梅木・岡野・荒矢　　　　　　各会員

欠　席　者　数

「 わが人生悔いなし 」　清水 順市 会員

7

17

4

出　席　者　数

6

会　員　数 ・4/20㈬　　　卓　話　：　　清水順市会員　　　　　　　　

・4/27㈬　 　　　　　　休会日　　 　 　　　　　　　　  

26

・5/3(火祝)～5(木祝)春のライラセミナー（ﾎｽﾄ大阪西RC）
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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　

次週のお知らせ

 2021～2022年度

1090 4 134

 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

大阪府立青少年海洋センター 集合5/3､9時　解散5/5､15時半

11月17日

出　席　率

72.72

・5/11㈬　  森 本 ガ バ ナ ー 補 佐 訪 問　　　　　　　　

・5/4㈬　 　　　　　 　休会日　　 　 　　　　　　　　  

修正出席率 68.18

70.83

出席規定免除者数 2

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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・皆様お久しぶりです。今年もよろしく。　岩本会員

・みなさん、お久しぶりです。　大東・川西・北田・吉村各会員

・久しぶりという事がほんまに新鮮で嬉しいです。　大川会員

・〃の出席できました。ありがとうございます。　寺田会員

・〃に皆様とお会い出来て幸せです。　西垣会員

・〃にお逢いでき嬉しいです｡ｳｸﾗｲﾅとﾛｼｱの戦争が早く終滅してほしい｡ 大和田会員

・〃の例会うれしいです。　荒金・伊泊両会員

・年男、年女の皆様おめでとうございます。　岡橋会員

・再会を祝して。　清水会員

・桜満開！！皆様の笑顔がとても嬉しいです！！　白川会員

・皆様本当にお久しぶりです。お元気な顔を見れて嬉しいです。　住川会員

今期累計額

　西村和之 会員  令和4年3月9日 ご逝去　享年 74歳　会員一同黙禱

米山奨学生奨学金授与

・米山奨学生ﾛｯｻｰｼﾞｮｰｽﾞﾙｰｸﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ君

ロータリーとポリオ「END　POLLIO　NOW」学習会修了証授与

2022学年度米山奨学生選考委員の委嘱状

            岡橋 由佳 会員

当　日　計 ¥39,000

¥225,000

ニコニコ箱
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お誕生日おめでとうございます。

  次年度地区委員委嘱状　職業奉仕委員会　大和田雅江委員

　　　　　　　　　　　　職業奉仕委員会　荒金正之委員

　　　　　　　　　　　　米山奨学委員会　住川奈美委員

ロータリー米山記念奨学会より贈呈

　クラブへ第13回米山功労クラブ

　米山功労者　第5回マルチプル　伊泊規子会員

　　　　　　　第3回マルチプル　北田宗男会員

　　　　　　　第3回マルチプル　荒金正之会員

　　　　　　　第2回マルチプル　住川奈美会員

　　　　　　　第2回マルチプル　白川初美会員
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・地区大会にて受賞

20-21年度地区簡ガバナーよりクラブへ　

意義のある奉仕賞受賞　 ロータリー賞受賞

宮城県女川町長より、クラブへ東日本大震災ご支援に伴う感謝状の贈呈

秋の叙勲　藍綬褒章受章の糸川千惠子会員へ

2022年2月17日　白川会長エレクト、幹事住川で御祝い金を届けました。
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[幹事報告]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事　　住川　奈美
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〔委員会報告〕

次年度理事会の報告について　　　　　　　　　　　　　　　　　大川次年度幹事

2月16日11時から大川創業事務所にて次年度理事会をしました。議案としましては、

委員会構成、タイムスケジュール案、地区補助金申請等について話し合いました。

また、3月16日に予定していた次年度理事会がコロナて延期となった為､本日の例会

後に次年度理事会を開きますので､各役員理事の皆様､ご出席していただきますよう、

よろしくお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北田会員

「伊泊 鉄夫 偲ぶ会」のご案内と「伊泊鉄夫 偲ぶ会 祈念ゴルフコンペ」のご案内

を事務局よりFAX致しますので､ご参加の方は返信下さいますようお願い致します。

King of Golf Round11　開催日変更のお知らせ　　　　　　　　　荒金親睦委員長

　「King of Golf Round11」の開催日ですが、この度、伊泊会員のご主人様である

故伊伯鉄夫義の偲ぶ会の中で「伊伯鉄夫　偲ぶ会　祈念コンペ」が開催されるとの

お話を受け、祈念コンペの中で共催させて頂き、下記の通り変更させて頂きます。

皆様、ご理解 ご協力の程宜しくお願い致します。

大東中央ロータリークラブとしての表彰は行いませんが、午後5時00分から「伊伯

鉄夫 偲ぶ会」の中で「伊伯鉄夫　偲ぶ会　祈念コンペ」の表彰式がございます。

コンペの成績はKing of Golf年間成績に反映させて頂きます。

開催内容の詳細は別紙「伊伯鉄夫　偲ぶ会　祈念コンペ」のご案内をご覧ください。
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●））先週の卓話（（●

　　「 ７回目の年女を迎えて 」

　　　　　岩本　静江　会員

　ここで私のささやかな80年の人生を振り返ってみます。

　昭和13年1月5日大阪市内に生を受けました。そのころ日本は支那事変が起き父は

兵役に付いていたそうです。昭和16年12月8日大東亜戦争勃発しました｡父は出征し

ました。部隊は満州でした。そういう事情で私はあまり父の顔を知りませんでした。

昭和19年4月国民学校に入学しました。20年8月終戦を迎え､小学校2年生となりまし

た。父は終戦とともにソ連の捕虜となり、シベリアに抑留されました｡22年6月無事

復員してきました。その間母は子供3人舅姑、6人の生活をどのようにして暮らして

きたのかと思うと、今も胸が熱くなります。父は復員してからは母と共に、猛烈に

働き、私たちを育ててくれました。父は寡黙な人で戦時中のことはあまり語りませ

んでした。私が冬の或る日、寒い寒いと言うと「シベリアでの生活は零下30度40度

の中強制労働を強いられていた。そのことを思うと春の様だ贅沢を言うな」と叱ら

れました。我が家では「寒い」は禁句でした。父や母の戦前戦中戦後の生活を思う

と、何と過酷な人生だったんだと､つくづくおもいます。その父も平成15年8月初孫

の誕生の朝母の後を追って旅立ちました。

　　“父逝きぬシベリア戦記夏に果つ”

　縁あって大東市に嫁いで来、主人と共に仕事に子育てにと力を合わせ頑張ってき

ました。子供の成長と共に子ども会、ＰＴＡと社会参加の機会を頂きました。その

頃ＰＴＡの会長は男性と決まっていましたが､大東市で初めて女性として会長を2年

勤めました。この経験が、今日人様の前で話しが出来るようになったのではないか

と思います。

子育てもある程度目処がついたところで、コンビニストアを開業しました。

現在の様に沢山店舗も無い時代でしたが､段々とこの世界も厳しくなり､20年で閉店

としました｡その間縁あってロータリーのメンバーに加えていただき丁度27年目です｡

過去の週報を繰ってみました。

還暦を迎えた時の感想です。第87回例会（平成10年1月7日）タイトルは『私の宝物』

です。60年の人生を振り返り、様々な人との出会いの素晴らしさを、又ロータリー
クラブでの皆様との出会いと友好を「宝物」と記しています。

6回目（72才）を迎えた時、第645回（平成22年1月6日）タイトルは『尽くす喜びを

味わう』。人さまのために我が心を尽くし、我が身を使って喜んでもらうことが自

分の喜びになる｡そんな『尽くし喜び』を味わえる生き方があれば､と記しています。

あれから12年。今、人生の最終章を迎え益々その意に沿って日々を暮らしています。

家庭、地域社会、ロータリークラブ・・・ささやかな奉仕ですが・・・

　　“一瞬のまばたきの内傘寿の春”

最後に願わくば健康で我がロータリークラブの30周年を迎えられる事を望みます｡
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