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例会場：ホテルセイリュウ  例会：毎週木曜日 12:30～  HP：http://www.higashiosaka-eastrc.jp  

会長：水上 雅博 ／ 幹事：藤本 良男 ／ 会報資料担当：田原 さおり 

 

 

■ 就任挨拶 

ＳＡＡ      吉川  宏 君 

職業奉仕委員長  広田  甫 君 

社会奉仕委員長  河村 幸司 君 

国際奉仕委員長  溝畑 正信 君 

青少年奉仕委員長 石田  肇 君 

 

■ 今日の歌 

「奉仕の理想」 

   ピアノ 岩島 佳子 先生 

 

 

 

 

■ 7月19日（木）休会 

■ 7月26日（木） 

クラブ・フォーラム    

 

 

 

 

 

 

 

 

先週（7/5）の出席者数：35名（3） 

ｹﾞｽﾄ 1名：米山奨学生 

     グェン ミン トゥーさん 

 

出席率：66.04％ 

 

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数 

会員：64名（免除14名） 

 6/14 6/21 6/28 

HC出席 36(2)名 36(3)名 38(3)名 

MU出席 3(1))名 5(0))名 4(0))名 

修正出席率 76.47％ 80.39％ 82.35％ 
 

 

               水 上 会 長  

私は商売を無一文からはじめた。所は東大阪。私が富山県出身であり、全く知り合いはいなかった。だんだん会社が順

調になり、一人で淋しく仕事をしている気がしてきた。仲間がほしいと思ったが、しがらみがあったりすると少々面倒

だとも思った。こんな時に熱心に勧められたのが、ロータリーだった。 

とにかく、しつこいぐらいに会社に来られた。城戸さん、島さんペアで、「仕事一所懸命な人に入会してもらいたい!!」

とのこと。多少根負けした感があって東大阪東ロータリーに入会した。 

何が何だか判らなく、数年過ぎたが、この中で楽しいなぁーと思ったことが二つあった。 

一つは、クリスマス会で「マツケン・サンバ」を行ったことである。練習は皆で集まって、ふざけることなく真面目に曲

に合わせて踊った。だいたい踊りなどやったことのない？人が、変にまじめにやるわけだから、見られた人達はあっけ

にとられたのかも知れないが、クリスマス会ではバカ受けとなった。なんとオモシロイ!!と思った。これを“やろう”と

提唱したのは、森井さんという人だったが、この人の卓話が、また面白い!!自分の言葉で上手に皆に解り易く話される。

私は卓話におおいに興味を持った。 

つまり、二つ目は卓話なのである。 

さて、私は最近、いきいきした目をして、輝いて卓話をしている姿を、東大阪東ロータリーに取り戻したいと考えてい

る。皆がどうしたらこのような卓話が出来るのかと考えた結果、ロータリアン共通ベースは職業人である。と思い、自分

の職業のことを皆さんに解り易く紹介してもらえば、卓話の充実につながるのではないか。また、皆さんも興味深く聞

けて、より深くその人を知るチャンスが出来るのではないか。と考えていた。 

卓話する人が、まさか自分の仕事を語ることが出来ない人は居まい。我々は仕事への思いを是非お聞きしたい。 

ロータリーはロータリーを語る場所だけではなく、日常の自分の仕事も話し合える、豊かな、肩をはらない所としてあ

りたい。 

  東大阪東ロータリークラブ事務局 

〒579-8012 東大阪市上石切町1-11-12 ホテルセイリュウ302号室 

TEL:072-985-0189 FAX:072-985-0577 E-mail:higashiohrc@air.ocn.ne.jp 

創立：昭和40(1965)年3月4日 

来週の例会予定 今 日 の 例 会 

 

先週の出席報告(7/5) 

   

 

会 長 の 時 間 

『職業を語り、誇りを持ってロータリーをエンジョイしよう』 
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藤 本 幹 事 

東大阪みどりＲＣ竹内会長、北井幹事ようこそお越し

下さいました。また、日新高校の皆様例会へようこ

そ。先般の新旧会長幹事歓送迎会へご参加の皆様、お

疲れ様でございました。 

≪これからの予定≫ 

【１】 7/14（土）第3ゾーン戦略計画推進セミナー 

【２】 7/19（木）休会 

【３】 7/25（水）～29（日）韓国・麗川ＲＣ短期青

少年交換来日 

【４】 7/27（金）ＩＭ第4組会長・幹事会 於：シ

ェラトン都ホテル大阪20Ｆ 

＜連絡事項＞ 

【１】 7/9付けにて上期の会費及び諸経費納入の請求

書をお送りしております。会費140,000円、

事業運営費18,000円、ニコニコ箱内祝い金と

して10,000円、ポリオプラス＄50として

5,500円の計173,500円をご送金頂きますよ

う、よろしくお願い致します。 

【２】 国際ロータリー第2660地区ＩＭ第3組四条畷

ＲＣが6月末をもって解散致しましたので、

お知らせ致します。 

【３】 地区より、この度の「平成30年7月豪雨」義

捐金についての要請がございました。本日義

捐金ＢＯＸを回しますのでよろしくご協力の

ほどお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長・幹事就任式バッヂ交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎Ｒ財団委員会            古川委員長 

この度、川口会員、寺西会員にご協力いただきました。

有難うございました。7月のロータリーレートは110円

です。よろしくお願い致します。 

 

◎青少年奉仕委員会    米山奨学担当 北川会員 

この度、寺西会員にマルチプル6回目を、川口会員にも

ご協力を頂きました。有難うございました。皆様のご協

力をよろしくお願い致します。 

 

2018年7月 8日（日）米山

奨学生学友会（関西）主催、

2018-19 年度米山総会及び

新規奨学生歓迎会に当クラ

ブがお世話しております米

山奨学生グェン ミン トゥ

ーさんと参加してまいりま

した。 

参加総数は 185 名、米山奨

学生は 46 名の参加でした。 

 

 

 

輪 の 会 便 り 

 

東大阪東RC会員の皆様、輪の会って俳句の会だと 

思っていませんか？そうです。俳句の会です。 

でも私的には飲み会なんです。ただ、呑むためには肴 

が必要です。その一品が俳句だったり俳句擬きだった 

り。そして俳句から人生を、宗教を、クラブやその他 

諸々を語り合い３時間、クラブの裏話なんかおもしろ 

いですよ。 

私は他の句会は知りません。聞くところによると結社 

というものが在って、その句会では「主宰」という先 

生が居られて、認められた弟子が同人でしょうか？そ 

幹 事 報 告 

委 員 会 報 告 



れ以外の人はなんと呼ばれるのか？よく判りません

が。 

輪の会は名前は句会ですが、そんな堅苦しい句会では 

ありません。仲間内の飲み会です。気楽に言いたいこ 

とを言い合う呑み会です。テーマがそれぞれの俳句の 

中身だってだけです。 

俳句はともかく呑むのが好き、呑んで話すのが大好き 

なそこの貴方、仲間になりませんか？ 

見学も大歓迎！ 月に一度19時から22時までです。 

今月は29日の日曜日、お待ちしています。 

      輪の会の増強委員長（笑）  山村 安徳 

 

2018年6月 ＥＲ輪の会俳句 自薦句 

 

邦夫  夏至翳る窓にあの日の砂時計 

  侑才  網戸して夕べの心休まれり 

   太   網戸越え来たりし猛者に血を捧ぐ 

  正信  緑さすキャッチボールの父子のこゑ 

    精一  紫陽花の水玉照らす朝日かな 

  洋子  雪嶺や花の女神のそこかしこ 

  恵生  木苺のたわわに道の九十九折 

  靖明  短冊を飾る笑顔や今年竹 

  春正  脇侍なる阿修羅の孤独半夏生 

  安徳  仮住まい網戸の穴に貼るテープ 

 

臨時理事会議事録 

 

日 時：2018年7月6日（金） 

Ⅰ．承認事項 

１．出席・プログラム委員会より提出のあった「皆出席

お祝い品」ホームクラブ皆出席4名について下記の通り

変更する事を承認した。 

 紅白ワイン（モトックス）＠5,000×4名+税 

→ 100％アテンダンス章（オクトン） 

   ＠12,760×4名 

 

新 入 会 員 紹 介 

◎城戸
き ど

 総一郎
そういちろう

会員  昭和32年3月26日生 

 入会年月日   2018年7月5日 

職業分類   住宅建築販売及仲介 

事 業 所    ㈱城戸産業 

        代表取締役 

        〒579-8057 

        東大阪市御幸町17-13 

        TEL 072-985-6221 

        FAX 072-982-0019 

自宅住所   〒579-8057 

        東大阪市御幸町5-6 

        TEL 072-985-1824 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

◎浅
あさ

浦
うら

 哲夫
てつお

会員  昭和25年3月11日生 

 入会年月日   2018年7月5日 

 職業分類   貿易事務 

 事 業 所   日本国際商船㈱ 

         取締役ＣＦＯ 

         〒550-0004 

         大阪市西区靭本町1-5-15 

         第二富士ビル9Ｆ 

         TEL 06-6449-6761 

 自宅住所   〒565-0836 

         吹田市佐井寺4丁目30-1 

         TEL 090-3270-4351 

 

 


