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今日の例会 2019年7月11日 来週の例会

■ 理事就任挨拶

会長エレクト 斉藤 勝俊 君

社会奉仕委員長 田原 さおり 君

国際奉仕委員長 山本 行伸 君

青少年奉仕委員長 岡田 耕治 君

■ 今日の歌 「奉仕の理想」

ピアノ 岩島 佳子 先生

■ 7月18日（木）

理事・委員長就任挨拶

職業奉仕委員長 森本 竜一 君

親睦活動委員長 新井繁太郎君

会員増強・職業分類委員長

須﨑 洋一 君

会長の時間 大橋会長

No.2614

例会日：2019年7月11日（木）
（令和元年7月11日）

クラブ一丸となって増強頑張りましょう！

ついに新年度が始まりました。今年は55周年の節

目の年であり、記念事業の寺子屋食堂も天野実行

委員長の尽力の下、順調に行われております。気

分新たに週報は刷新され、例会場のレイアウトも変

更致しました。点鐘は壇上で行う様に致しました。

増強委員会の皆さんに作成して頂いた「一人一増

めざせ100人」のポスターを掲示しております。

会長の就任挨拶を書いた時点での目標純増5名と

いう目標は前年度の65人の時点での目標でありま

す。従って今年度は6名退会1名転籍の58名スター

トですので、純増12名が目標となります。増強のパ

ンフレットも刷新されましたので、目標達成できるよ

うにクラブ一丸となって頑張りましょう！ 新旧会長・幹事歓送迎会 於：オ・セイリュウ

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; 
One 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



2019年6月27日 料亭 天王殿にて今年度、最終

のパスト会長会を現水上会長も含め総数16名で

開催致しました。今年度をもって永年当クラブに

在籍された水谷弘道さん、当クラブから大阪アー

バンＲＣに転籍される溝畑正信さんにも出席いた

だきました。尚、各パスト会長の皆様には近況報

告の上、最後に、当クラブ理事会より推挙された

吉崎広江ガバナー補佐エレクトの新しい年度に

対する決意表明をしていただき閉会となりました。

今回縁がありまして、東大阪東ロータリークラブに

約３０年振りに帰って参りました。当時、世間知らず

の３０歳後半の私を、本当に親切にご指導頂いた

先輩たちの記憶が走馬灯のように蘇ってまいります。

会員コラム 浅浦 哲夫

俳句雑感

俳句を作るには、紙と鉛筆さえあれば充分である。

頭で考えるのも脳の活性化によいし、吟行に出て

足腰の衰えを防止することもできる。良いこと尽くめ

である。

然し、人は様々、俳句よりも持ち寄ったアルコール

を飲み、雑談に打興じる方が好き、と言う人もいる。

それが世の中である。最近入会された若いロータリ

アンの方々も格好を付ける必要は更々ない。皆で

わいわい言い合って一夜を過ごす、それで良いの

である。俳句が上手くなりたければ勉強すればよい。

それ程でなければ料理を食べ、アルコールを飲ん

でおればよい。此れこそ、昔から言ふロータリーの

炉辺会合であろう。その内にいつの間にか俳句も

上手になり、好きになるものだ。

皆さん、歴史あるこの「ＥＲ輪の会」へ入会してみ

ませんか。

俳句同好会輪の会便り 田中 邦夫

尊春 手を伸ばし虹掴まんと背伸びの子

安徳 小さき指させば虹へと鉄路行く

さおり 釣り上げし虹鱒揺れる青葉風

精一 虹が立ち夢が膨らむ寺子屋へ

靖明 石碑文字夢と刻まれ額の花

侑才 雲低くし首すじに風つゆの入り

洋子 蝌蚪群れるわが星ゆるり回りをり

邦夫 その時は恋と気付かず梅雨の傘

正信 夏に来し戦禍の鐘やハンブルグ

太 夕立に追われスズメと雨宿り

春正 見つけしは泰山木の花一輪

出席報告 7月4日

先週（7/4）の出席者数：31名（2）
ゲスト 1名：米山奨学生 グェン ミン トゥーさん
ビジター2名：東大阪みどりＲＣ

会長 井上 善博 様
幹事 木戸 章由 様

7/4出席率：62％
※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数
会員：58名（免除10名）

6/13 6/20 6/27

HC出席 36(2)名 30(2)名 26(2)名

MU出席 13(3)名 14(0)名 21(0)名

修正出席率 87.5％ 83.02％ 88.68％

幹事報告 戸田幹事

先般の新旧会長・幹事歓送迎会にご参加の皆様、

お疲れ様でございました。

《これからの予定》

【1】 7/11（木）東大阪みどりＲＣ表敬訪問（大橋会長

、戸田幹事出席）

【2】 7/13（土）第3ゾーン戦略計画推進セミナー

（吉﨑ガバナー補佐エレクト出席）

【3】 7/20（土）第8回寺子屋子ども食堂・青少年交

換プログラム来日学生オリエンテーション

（Shao-Tang LEEさん、一由会員、大橋会員、

山本会員、田原会員出席）

＜連絡事項＞

【1】 7/10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5,400

円の計173,400円をお納め下さいますよう、よ

ろしくお願い致します。

2019年6月27日（木）於：天王殿

しかし３０年の歳月の流れは早いもので、先輩方の

三分の二は既にクラブを去っておられました。かた

や、現在おられる先輩方は本当にお元気で、生き

生きと人生を謳歌されている姿には只々驚嘆させら

れます。本当に素晴らしい。

私が今回復帰に至ったのは、斎藤会員の「７０歳

を前にして、世間に対しボランティア活動の真似事

でもしたら」との一言があり、心に感じるものがあり

ました。

それは、３０年前、当クラブを介して斎藤会員・須崎

会員の両名との出会いがあり、私がクラブを離れて

からも現在まで親交が続いております。まさに「刎

頸の友」を得る機会を頂いたロータリークラブだか

らこそ、その良さを微力ながら伝えたく復帰を決断

致した次第です。利害関係のない社会組織にこそ

真の友情が生まれるのかも知れません。

しかし、残念なことに今年度は多くの同志が離れ

て行かれました。それぞれ思うことがおありかと思

いますが、もう少し当クラブに心通わせる友が居ら

れたら違ったのかとも思います。特に若い会員への

「心配り」は非常に大事かと。まさに推薦人の加入

後のフォローが留まる確率を上げるような気がいた

します。本年度の増強で多くの方が加入されたら、

推薦された方の加入後の極めの細かいフォローを

願ってやみません。

パスト会長会 報告

パスト会長会 会長 表 康之

会長・幹事就任式バッヂ交換


