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今日の例会 2019年8月1日 来週の例会

■ 卓話

「自己紹介」

井上 家昌 君

■ 今日の歌 「君が代」

「四つのテスト」

ピアノ 岩島 佳子 先生

■ 8月8日（木）

クラブ・フォーラム

会員増強委員会

■ 例会後 決算・予算報告会

第5回創立55周年実行委員会

会長の時間 大橋会長

No.2617

例会日：2019年8月1日（木）
（令和元年8月1日）

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

今日は５５周年のフォーラムがあります。

皆様の活発なご意見をよろしくお願いします。

また、今日はお客様が来られると聞いています。増強につながる様に

ご協力をお願いします。

それと委員会報告ではハワイの国際大会のPRがなされると聞いてい

ます。私もニューオリンズの国際大会に初参加して以来、リスボンや

ブラジル以外の国際大会に参加してきました。

それぞれの大会に思い出やエピソードがあり、大変楽しかったです。

タイでは王女様が本会議に出席され、厳かな雰囲気での本会議でした。

ソウルでは本会議場から友愛の広場へ行く途中で、小田原中とヤンナ

ワの皆様に同時に偶然出会うという、まさしくロータリーマジックの様な

出来事がありました。

トロントでは溝畑さんと斎藤さんが予定の便で来られなくて、私一人で

モントリオールとケベックを過ごすというハプニングもありました。

このように楽しいことがいっぱいあるし、たくさんの方にハワイに来てもら

える様に期待しています。

是非ともハワイ国際大会に参加して一緒に、ロータリーを楽しみましょう！

会員増強・新クラブ結成推進月間



委員会報告
ロータリー財団委員会

芳田委員長

激励会開催のお礼

7月25日、心斎橋の大成閣にてガバナー補佐エレ

クト就任に係る激励会を開催いただきました。

同期の皆さんに聞いても、クラブからこのような応

援をいただいている方は見当たりません。クラブの

バックアップが心強く、百人力です。

ロータリーの変化については、皆さまも折に触れ感

じられていることと思います。しかし、反対に考えれ

ば、常に新しいものへと形を変えていかなければど

んなことも長く続かないのだと思います。

先輩方の努力や功績を回顧しながらも、大きな夢を

ビジョンに描くことができるようたくさん学び、簡ガバ

ナーエレクトをしっかりと支えるため頑張りたいと思

います。

ガバナー補佐の先輩である表さん、岡田さん、現場

にお越しくださった皆様、行けないけれども応援して

るよとお声かけ下さった皆様はじめ、東大阪東ロー

タリークラブのすべての皆様、本当にありがとうござ

いました。

吉崎広江

会員コラム
新井繁太郎

幹事報告 戸田幹事

《これからの予定》

【1】 本日、例会後、8月度定例理事会

【2】 8/2（金）～6日（火）インターアクト海外研修

【3】 8/3（土）第10回寺子屋子ども食堂

【4】 8/8（木）例会後、決算・予算報告会

【5】 8/15（木）公休

《連絡事項》

【1】 8/15（木）は公休で例会はお休みです。

【2】 事務局の業務は8/13（火）～8/16（金）まで

休みとなりますので、よろしくお願い致します。

持ち回り理事会議事録

この度、金子会員がポール・ハリス・ソサエティーを、

広田会員がマルチプル6回目をお引き受け下さいま

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。

議案2） 島 会員及び天野会員より推薦のあった

新入会員候補者を、会員選考並びに職

業分類委員会に付託する事を承認する。

最近店の掃除機が壊れまして、新しい掃除機を探し

ています。

掃除機の進化は凄まじく、ダイソンが先駆者となった

コードレス掃除機、モーターとバッテリーの性能が

上がった為小型でも十分な吸引力で掃除ができるそ

うです。

今回壊れた掃除機も家庭用ですが中位機種で、そ

の前に使っていた業務用掃除機との性能差、使いや

すさ、軽さが段違いでした。

ただお店の性質上埃や毛に油分が含まれており

ヘッドの回転するブラシがしょっちゅう故障し、使い方

が荒い為ホースも破れ、テープで補修しみすぼらし

い姿になっていました。

次はコードレスで軽く、故障しにくく掃除が楽に

なる機種を探し日々ネットや電気店を見て回って

います。

そうしているとネットでサイゼリアの記事があり

それによると掃除機では使う人により作業時間の

長短の差が大きく、最も誰がやっても早いやり方

は幅広のモップで掃除をする。ということでした。

更に選択肢が増えてしまいました。

出席報告 7月25日

先週（7/25）の出席者数：36名（3）

7/25出席率：70.59％

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数
会員：58名（免除10名）

7/4 7/11 7/18

HC出席 31(2)名 32(2)名 32(3)名

MU出席 12(1)名 7(0)名 12(1)名

修正出席率 84.31％ 78％ 84.62％

青少年奉仕委員会
米山奨学担当 吉﨑会員

この度、広田会員にご協力をいただきました。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。

（細則第4条第3節の会長要請に依る。）

◎2019年7月1日（月）

議案）会員増強のための（入会）パンフレット作成

の件

当クラブの入会パンフレットの内容が古くなったた

め、写真等を一新し、新しいパンフレットを島会員の

協力のもと作成する事を承認する。

◎2019年7月25日（木）

議案）春のＲＹＬＡセミナー地区補助金10万円を

地区の本会計に返金する件

春のＲＹＬＡセミナー基調講演費用について地区と

の調整の結果、10万円を追加で返金する事を承認

する。

◎2019年7月26日（金）

議案1） 古川会員及び須﨑会員より推薦のあった

新入会員候補者を、会員選考並びに職

業分類委員会に付託することを承認する。

2019年7月30日（火）10：30のフライトで、長期青

少年交換来日学生リザさんがフランスへ帰国し

ました。


