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今日の例会 2019年7月4日 来週の例会

マーク・ダニエル・マローニー会長はテーマを「ロータリーは世界をつなぐ」とされました。人とのつながりを大
切にしながら活動するということだと思います。
また、四宮ガバナーは地区方針を「Stand by you～あなたと共に～」にされました。
相手に寄り添い、奉仕の喜びを分かち合う 新たな友人ができた喜びを分かち合うと言うことです。
私はこれを受けて、クラブの方針を上記の様にしました。
クラブの仲間との絆を強くして、皆で楽しく奉仕活動をしましょうと言うことです。
これを実現するための重点項目は以下の通りです。
１．親睦活動の充実
東大阪東ロータリークラブは非常に年齢層の幅広いクラブです。世代間の違いで価値観も違いま
すし、ロータリー感も違います。それを克服するためにはコミュニケーションが大切だと思いま
す。そのためには親睦が重要なので、今までにこだわらない親睦活動を考えたいと思います。

２．55周年の記念例会・記念事業の実行
今年度は55周年に当たり、思い出深い印象に残る記念例会・記念事業をしていきたいと思います。

３．会員の増強
純増5名を目指します。皆様のご協力をお願いします。

４．国際大会への参加
今年度の国際大会はハワイです。今まで参加されたことの無い方も参加しやすい企画を考えたい
と思います。例えば本会議出席弾丸ツアー組、他の島へも飛ぶ観光組、ゴルフを楽しむゴルフ
組等、絆を深められる楽しい企画にしたいと思います。

５．クラブリーダーの育成
今回の理事会構成もベテランから年度の浅い方まで様々です。
理事会の中でもお互いに高めあい、勉強も出来てと言う理事会運営にしたいと思います。
以上の様な形で55年というクラブの節目を皆様と絆を深めながら楽しい奉仕をして行きたいと思いますので、
何卒ご協力をよろしくお願いします。

■ 就任挨拶
会長 大橋 秀典 君
幹事 戸田 尊文 君
会長エレクト 斉藤 勝俊 君
副会長 河村 幸司 君

■ 今日の歌 「君が代」「四つのテスト」
ピアノ 岩島 佳子 先生

■ 例会後 7月度定例理事会

■ 7月11日（木）

理事就任挨拶
ＳＡＡ 古川 靖明
職業奉仕 森本 竜一
社会奉仕 田原 さおり
国際奉仕 山本 行伸

会長就任挨拶 大橋会長 “絆を強くして楽しく奉仕しよう”
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それでこそロータリー

ど こ で会って も やあ と言お う よ

見つけた時にゃ おい と呼ぼ うよ

遠い時には 手を振 り合お う よ

それで こそ ローロー ロー タ リー

R-O-T-A-R-Y

R-O-T-A-R-Y
That spells Rotary;
R-O-T-A-R-Y is known on land and sea;
From North to South,from East to West;
He profits most who serves the best;
R-O-T-A-R-Y
That spells Rotary.

ロータリーソング

奉仕の理想

奉仕の理想に集いし友よ
御国に捧げん我等の業
望むは世界の久遠の平和
めぐ る歯車いや輝きて
永久に栄えよ
我等のロー タ リー ロー タ リー

日も風も星も

さわやかな朝だ われらはロータリアン

いつもほほえみ いつも元気で

さあ 出掛けよう

日も風も星も ラララ光るよ

われらがロータリー

「 聞 こ え るかい 熱い心の高鳴りが 」
夢 を世代に受け継いで

今日も明日もその先も
胸いっぱいに友情深め

肩組んで 謳お う
われらがロー タ リー

町に灯 （ と も し び ）を

出会いの挨拶してご らん
並木さ ら さ ら葉から葉へ

人にやさ しい町の風
ロー タ リー ロー タ リー

廻って 守れ 風車になって
地球がきれいな息をする

我らの生業

我等の生業 さま ざま なれど
集いて図る 心は一つ
求むる と こ ろは 平和親睦
力むる と こ ろは 向上奉仕
おゝ ロー タ リ ア ン 我等の集い

限りなき道ロータリー

奉仕の理想 胸に秘め

友情花と咲かせつつ

生きよ う今日も ニ コニ コ と

一筋の道 ロー タ リー

限 りな き道 ロー タ リー

4つのテスト
第１ 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること

第２ 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値ある

ものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリアン各自

の職業を高潔なものにすること

第３ ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会

生活において、日々、奉仕の理念を実践すること；

第４ 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じ

て、国際理解、親善、平和を推進すること。

ロータリーの目的

クラブ一丸となって増強頑張りましょう！



タイ・ヤンナワＲＣ35周年報告

幹事就任挨拶 戸田幹事

この度、幹事という大役を仰せつかりました。

大橋会長のもと頑張りますので宜しくお願いいたし

ます。

現在、約60名の我がクラブは過渡期にあると思い

ます。この数年の運営次第で将来のクラブの方向

性が大きく変わるのではと考えています。これから

も素晴らしい魅力的なクラブであり続けられるように、

会員皆様の声に耳を傾けながら改革に取り組みた

いと思いますので御協力宜しくお願いいたします。

委員会報告
広報委員会

会報資料担当 島 顕侑

令和元年 次年度クラブは５５周年を迎えます、本

年度を機会に週報の紙面を一新、会員間の絆をさ

らに高めるため 紙面に「会員声の欄」を設け さ

らに親睦を深めるために、同好会の役割を重視し、

「同好会の動静欄」を常設致します、また、各委員

会の活動を伝える「委員会活動報告欄」を加え 皆

様の週報を充実致します。

会員各位におかれましては 趣旨をご理解いただ

き、それぞれの投稿にご協力いただきますよう、宜

しくお願い致します。

きざに聞こえるかもしれませんが、人様に喜んで頂

けることが、一番心地よい嬉しい事だとの自覚、

ロータリー歴３２年、「奉仕するもの最も報われる」

がやっと理解でき始めたような齢になったかな、と

思える今日この頃です。

ロータリーのバッチが、奉仕を実行し、会員としての

誇りと、友人との絆が、繋がりが広がり、体感できる

シンボルとして実感できるようになりました。

広報委員会の一員として、この誇りあるバッチを、

一人でも多くの方に付けて頂けるように、微力なが

ら務めて参りたいと思います。

末筆ですが、会員同士の絆を深める「会員コラム」

欄を設けました、日常いろいろ、なんでも結構です

ご投稿のほど宜しくお願い致します。

●具体的には 会員の皆様全員に、順次、指名さ

せて頂きますので宜しくお願い致します。

会員コラム 島 顕侑

6月29日土曜日、午後6時よりタイのバンコクにある、

ラマダプラザリバーサイドホテルにて、ヤンナワロー

タリークラブ35周年式典に参加して参りました。大

橋会長、田中パスト会長、古川会員、私田原と、私

の夫田原靖夫で参加しました。会場のホテルに到

着するや否や、ヤンナワ名物の写真撮影会が始ま

り、日本の国旗を用意して下さっていて、沢山の

方々と色々なポーズで写真を撮りました。みなさん

のパワーに圧倒されそうでしたが、終始にこやかな

笑顔で式典前からとても歓迎ムードでした。

式典が始まると、タイの国旗、日本の国旗、別の姉

妹クラブであるシンガポールの国旗がそれぞれの

国歌と共に壇上に運ばれました。その後地区内の

クラブ紹介、総勢約300名の参加者の紹介が次々と

なされ、開始当初から盛り上がりました。

ヤンナワ名物のカラオケ大会、スライドショーによる

クラブ紹介、ガバナー挨拶、会長挨拶、そして、大

橋会長も英語でスピーチをされました。

日本からは、輪島塗りの赤富士の絵皿を贈りました。

その場でヤンナワロータリークラブ会長が包装を開

け、効果音と共に絵皿を披露されました。

シンガポールのガーデンシティロータリークラブとバ

ナー交換を持ち掛けましたが、あいにく持参してお

らず、こちからのバナーだけを贈りましたが、お互い

に名刺交換をし、記念撮影をし、ヤンナワロータ

リークラブを通してあらたな友好の場も持てました。

出席報告 6月27日

先週（6/27）の出席者数：26名（3）

ビジター1名：増田 幸男 様

6/27出席率：48.15％

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数

会員：58名（免除10名）

6/6 6/13 6/20

HC出席 31(3)名 36(2)名 30(2)名

MU出席 14(0)名 13(3)名 14(0)名

修正出席率 83.33％ 87.5％ 83.02％

幹事報告 戸田幹事

《これからの予定》

【1】 本日例会後、7月度定例理事会、午後6時半～

新旧会長・幹事歓送迎会 於：オ・セイリュウ

【2】 7/6（土）第7回寺子屋子ども食堂

【3】 7/7（日）2019-20年度米山総会及び新規米山

奨学生歓迎会（北川カウンセラー、グェン ミン

トゥーさん出席）

【4】 7/13（土）第3ゾーン戦略計画推進セミナー

＜連絡事項＞

【1】 水上直前会長、藤本直前幹事よりクラブの

記念品として、例会場ホワイトボード、例会

場卓話ボード、例会場月間ボード、オーディオ

機器をいただきました。有難うございました。

【2】 本日午後6時30分より、オ・セイリュウに於き

まして新旧合同会長・幹事歓送迎会を開催致

します。ご参加の皆様よろしくお願い致します。

式典の催しとしては、今年度の青少年交換学生に

よる民族舞踊の披露、プロのダンサーによる太鼓と

舞踊では、力強い太鼓の音と艶やかなダンサーの

衣装で楽しませて頂きました。

参加者はもちろん、主催者も一丸となって盛り上が

り、楽しめる記念式典は、私たちも見習うべきところ

が沢山ありました。

私においては、3月にもヤンナワを訪れ、その時に

知り合ったメンバーが次々に挨拶をして下さり、姉

妹クラブとは記念式典だけでなく、普段からの交流

も大切なのだと感じました。

翌日は大橋会長の案内で、アユタヤ遺跡を巡り、タ

イフードも堪能し、帰路に着きました。

弾丸旅でしたが、私にとってもとても有意義な週末

を過ごすことができました。

来年に開催される東大阪東の55周年記念式典で

はこの気持ちを忘れずに、ホストクラブの一員とし

て臨みたいと思います。

田原 さおり


