
 

D2660   東大阪東ロータリークラブ 

   HIGASHI-OSAKA EAST ROTARY CLUB 
 

 

 

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 

 

 

■ 本日の卓話 

  「ロータリー雑感」 

      岡田 耕治 君 

 

 

 

■ 今日の歌 

「われらがロータリー」 

   ピアノ 岩島 佳子 先生 

 

 

 

 

 

 

■ 12月27日（木）振替休日 

   1月 3日（木）休日 

 

 

■ 1月10日（木） 

   初例会と新年会 

 於：オ・セイリュウ 

  1月度定例理事会 ＰＭ4：30～ 

  初例会      ＰＭ6：00～ 

  新年会      ＰＭ6：30～ 

 

 

 

（12/13）の出席者数：35名（3） 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ 1名：地区社会奉仕委員会 

副委員長 町  博昭 様 

（12/16）の出席者数：46名（6） 

ｹﾞｽﾄ 2名：米山奨学生 ｸﾞｴﾝ ﾐﾝ ﾄｩさん 

     青少年交換学生 ﾘｻﾞさん 

12/13出席率：64.81％ 

12/16出席率：80.7％ 

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数 

会員：65名（免除14名） 

 11/22 11/29 12/6 

HC出席 休会 28(1)名 37(3)名 

MU出席  6(0)名 1(0)名 

修正出席率  66.67％ 70.37％ 
 

 

               水 上 会 長 （12／6分） 

先週は7日、8日と地区大会が行われました。参加された皆様、ご苦労様でした。 
2660地区の会長、幹事のためのセミナーから始まり、1日目の歓迎晩餐会には、452名。大会 2日目は、1900名の登録
があり、大いに盛り上がりました。中でも2日目の30分間の山本ガバナーの方針説明では、原稿無しで一字の間違える
ことなく、スクリーンの内容に沿って説明されたことは、ただただ驚きでしたし、ガバナーの素晴らしさをあらためて
思い知りました。また、地区大会パンフレットに、東大阪東ロータリークラブの表彰者も記載されていました。 
 
9日には、「大阪なにわロータリー35周年記念」に、藤本幹事と共に参加させていただきました。14名の会員数とのこ
とでしたが、外国の姉妹クラブの方々も多数参加され、多くの参加者でにぎわっていました。その時のイベントとして、
ロータリアンのバンド演奏がありました。その中の一人に、クラリネット奏者がおられました。全く座ったまま、下向き
で今にもひっくり返りそうで、見ていても不安になりました。どうしたのだろう？？なんでこの方が？？と思って見て
おりましたが、演奏の途中で、「5年前にパーキンソン病を患い、ようやくまた、クラリネットが吹けるようになりまし
た。」というお話がありました。我等のロータリーにもパーキンソン病になられて、退会された方がおられて、現在どう
しておられるのかなぁと、ふっと思い出しました。 
 
また昨日、当ロータリークラブ会員の鎌倉さんが入院されましたので、北川さん、幹事の藤本さんと、お見舞いに行っ
てきました。腰が痛くて脊椎を手術されました。昨日、手術されたとのことでしたが、行ってみると、もうベッドに座っ
ておられ、しかも、立ち上がって歩かれるのを見て、驚きました。昔と異なり、手術も確実になったんだと思いました。
脊椎は、田中さん、井戸田さんも手術されました。皆様の回復をお祈り致します。 
 
本日は、例会終了後、年次総会です。 
又、アクトの献血運動のお願いに、地区より“町 博昭 様（新大阪ロータリークラブ）が来ておられます。 

  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(12/13) 

   

 

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』 

Club Weekly Report 2018-12-16・20合併号 No.2591・2592 

12月は 

疾病予防と治療月間 です 

 

http://www.higashiosaka-eastrc.jp/
TEL:072-985-0189


 

藤 本 幹 事 

先般の移動例会及びクリスマス家族会に、会員並びに

ご家族の皆様、多数ご参加いただき有難うございまし

た。 

≪これからの予定≫ 

【１】 本日例会後、役員会13：40～ 於：事務局 

【２】 12/21（金）枚岡福祉会クリスマス会 

【３】 1/10（木）1月度定例理事会・初例会・新年会 

於：オ・セイリュウ 

＜連絡事項＞ 

【１】 地区大会に出席された方はメイクアップになり

ますので、出席カードを事務局までご提出お願

い致します。紛失された方は、その旨、事務局

までお願い致します。 

【２】 12/27（木）は、12/16（日）の振替休日で例会 

はございません。 

【４】 1/10（木）オ・セイリュウに於きまして、16： 

30～1月度定例理事会、18：00～移動例会、 

18：30～新年会を開催致します。多数のご出席 

よろしくお願い致します。 

【５】 事務局の業務を12/28（金）～1/4（金）まで 

休ませていただきますので、宜しくお願い致し 

ます。 

 

◆ 2019～20年度理事・役員 ◆ 

 

役   員 理   事 

会長   大橋 秀典 会長    大橋 秀典 

直前会長 水上 雅博 直前会長  水上 雅博 

会長ｴﾚｸﾄ 斉藤 勝俊 
会長ｴﾚｸﾄ  斉藤 勝俊 
（会員組織委員長） 

副会長  河村 幸司 
副会長   河村 幸司 
（クラブ運営委員長） 

幹事   戸田 尊文 幹事    戸田 尊文 

会計   藤本 良男 会計    藤本 良男 

ＳＡＡ  古川 靖明 ＳＡＡ    古川 靖明 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

理事    浅浦 哲夫 
（副幹事）  

理事    森本 竜一 
（職業奉仕委員長）    

理事    田原さおり 
（社会奉仕委員長）  

理事    山本 行伸 
（国際奉仕委員長） 

理事    吉﨑 広江 
（青少年奉仕委員長） 
理事    井上 家昌 
（無任所） 

 

 

◎親睦活動委員会           吉﨑委員長 

16日のクリスマス家族会、ご家族様含め95名の参加を

頂き無事に実施することができました。皆様ありがとう

ございました。委員全員一丸となって皆様に喜んでいた

だけるよう頑張りましたが、不行き届きな点もあったか

と思います。どうかロータリーの寛容の心で受け止めて

頂けたら幸いです。春には、リベンジの家族会も企画中

です。多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

【お問合せがありましたので、当日の演目をお知らせし

ます。】 

（寝占友梨絵トリオ） 

・Agua De Beber 

・クリスマスメドレー(赤鼻のトナカイ、ママがサンタ

にキスをした、Let it snow、White Christmas、ジン

グルベル、サンタが街にやってきた、星に願いを) 

・Donna Lee 

・風をあつめて 

・On The Sunny Side Of The Street 

・Fly Me To The Moon（リクエスト） 

 

◎Ｒ財団委員会            古川委員長 

この度、北川会員、山田会員にご協力いただきました。

有難うございました。12 月のロータリーレートは 112

円です。皆様のご協力を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、岡田会員にご協力をいただきました。有難う

ございました。引き続き皆様のご協力をよろしくお願

い致します。 

 

2018年11月 ＥＲ輪の会俳句 自薦句 

 

洋子  一筋に石の階あり風花す 

精一  路地裏の枯葉を掃けば笑い声 

靖明  児らの声 境内響く 枯葉掛け 

春正  山茶花や中吉の日散り始む 

安徳  沈黙の歴史ひしひし冬の陵 

邦夫  チンと鳴る妻のスマホや小夜しぐれ 

侑才  鮟鱇のごとぶら下がり吊革に 

正信  草紅葉弐輌列車手で開けて 

恵生  時雨るるや嘉永二年の絵馬の色 

 

幹 事 報 告 
委 員 会 報 告 



2018-19年度クリスマス家族会 開催 

2018年12月16日（日） 

於：コンラッド大阪 






