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今日の例会 2019年7月25日 来週の例会

■ クラブフォーラム

「創立55周年記念式典について」

55周年実行委員長 天野 正亮 君

■ 今日の歌 「日も風も星も」

■ 8月1日（木）

卓話 「自己紹介」

井上 家昌 君

■ 例会後 8月度定例理事会

会長の時間 大橋会長
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例会日：2019年7月25日（木）
（令和元年7月25日）

クラブ一丸となって増強頑張りましょう！

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

7月11日に戸田幹事とみどりRCの例会に表敬訪問してまいりました。

井上会長をはじめ、皆様に暖かく迎えて頂きました。

しかし、少ない会員数を見ると大変だなという思いもありました。

やはり、うちのクラブもかなりの増強の必要性を感じました。

しっかりと増強したいと思いますので、皆様のご協力をお願いします。

今年度は田原さんの息子さんが台湾へ長期交換学生として行かれます。

そして、台湾からローガン君が約一年、やってきます。

長丁場ですので、皆様で協力して彼を迎えましょう。

それと7月8日にBS東京にて、私が日本に住む理由と言う番組がありまし

た。日本在住6年の富岡製糸場で働く、フランス、サブレ・シュル・サルト

から来たダミアン・ロブションさんが今回の主人公です。

彼は日本から来た、内藤さゆりさんと知り合い、日本に興味を持って

それで今、日本で働いているという事でした。

そして、何とその内藤さゆりさんは、我が東大阪東RCからの交換留学生なのです。

常楽寺さんが会長の頃の交換学生です。

彼女の名刺がテレビで映されていましたが、しっかりと我がクラブの名前が出ていて、誇らしく感じました。

これからも皆様と一緒に誇りを持って奉仕活動をして行きましょう。



委員会報告
55周年実行委員会

実行委員長 天野 正亮

早いもので、東大阪東ロータリークラブに入会をさ

せていただいてから今年の１１月で２６年になります。

来年の２月には満７０歳になりますので、人生の３

分の１以上お世話になってきた事に今驚いていま

す。

入会当時、現職の専宗寺住職でしたが、現在は平

成２３年に住職を長男に譲り、穏やかな老後を送る

つもりでしたが、そうはいかないもので、住職退職

後もお寺の仕事に従事していますし、反対に色々な

奉仕活動の仕事が次々とやってきました。ロータ

リーに於きましては2014～2015年度には５０周年の

会長、現在は５５周年の実行委員長を仰せつかっ

ています。民生委員は３６歳の時委嘱を受け、今年

で３３年、校区委員長は１２年、現在地区副会長を

務めています。保護司は平成１１年より委嘱を受け

て以来今年で２０年になり、現在、東大阪地区保護

司会副会長、資料部会長の仕事をしています。また、

地域に於いては平成２８年度～２９年度は自治会

会長も務めました。

振り返ってみて、現在の自分がロータリーを通じて

学んだこと、教えられた事がいかに大きかったかを

実感しています。

会員コラム 天野 正亮

幹事報告 戸田幹事

《これからの予定》

【1】 本日、クラブフォーラム テーマ：創立55周年

記念式典について」・吉﨑ガバナー補佐エレ

クト激励会 18：30～ 於：大成閣（心斎橋）

【2】 7/27（土）クラブ社会奉仕・国際奉仕合同委

員長会議（田原社会奉仕委員長、山本国際

奉仕委員長出席）

【3】 8/1（木）例会・8月度定例理事会

【4】 8/3（土）第9回寺子屋子ども食堂

７月２０日、第８回寺子屋子供食堂を実施致しまし

た。今日から子供たちは夏休みに入ります。しかも、

梅雨まっただ中、蒸し風呂のような高温、高湿度の

毎日が続き何時大雨が降りだすか分からない様な

空模様でした。

何時も心配するのは元気な子供たちが一人でも多

く来てくれる事、御天気の事です。第８回目を迎え

たわけですが、不思議にも一回も雨は降っていま

せん。回を重ねて、最近は中心となってご協力して

下さるボランティアの方が準備のためお寺に前日

午後２時に来て下さる事が恒例となりました。その

上、今回は子供たちに渡すペットボトルのお茶とお

菓子の在庫が少なくなってきたのでそのメンバーで、

その３日前１６日にいつもの業務スーパーとお菓子

の卸問屋に買い出しに行ってきました。その時、驚

いた事にメンバーの中でも中心となって活躍して下

さる福井克子さんが明日１７日に入院して手術をす

るので次回の子供食堂には行けないと初めて言わ

れたのです。入院の前日にもかかわらず買い物、

準備にご協力を頂いた事にははなはだ頭が下がり

ました。

2018-2019年度皆出席お祝い

こんな時はいろいろ重なるもので、その夜、私の叔

母が亡くなったという知らせがあり１７日には通夜、

１８日に葬儀という事で枚方まで行き、なんとか子

供食堂の準備が整ったと思った時、御承知のように

山村会員のお母さまが亡くなられたという知らせが

あり子供食堂当日の２０日がお葬式に決まりました

が、山村会員も子供食堂の事を考慮頂いたのか、

時間を１０時３０分から１１時３０分として頂きなんと

か滑り込みで間に合う事が出来ました。

今回はそろそろ蝉も鳴き出し、虫取りの網や虫籠も

用意しました。じっとしていても汗の噴き出すような

蒸し暑さの中、勉強の時間が終わると子供たちは

庭に出て元気に走り回りました。

今回の子供食堂にはクラブより小林パスト会長、井

戸田会員、天野の３名、いつものボランティアの方

７名、民生委員２名、社会福祉協議会より１名の参

加ご協力を頂き、子供たちの参加は２２名でした。

◎国際奉仕委員会 山本委員長

7/23付けにて国際大会の参加意向に関するアン

ケートをお送りしております。今回の国際大会は開

催地がハワイ・ホノルルということで、日本からもロー

タリアンはじめそのご家族も含め例年以上に多くの

参加が見込まれるため、皆様のご意向を早めに把

握できればと思っております。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 吉﨑会員

米山普通寄付金として、290,000円（5,000円×58名）

をロータリー米山記念奨学会へ送金致しました。

出席報告 7月18日

先週（7/18）の出席者数：32名（3）

7/18出席率：62.75％

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数
会員：58名（免除10名）

6/27 7/4 7/11

HC出席 26(2)名 31(2)名 32(2)名

MU出席 21(0)名 12(1)名 7(0)名

修正出席率 88.68％ 84.31％ 78％


