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今日の例会 2019年8月29日 来週の例会

■ 卓話

「ロータリーと職業」

北川 忠嗣 君

■ 今日の歌 「我等の生業」

ピアノ 岩島 佳子 先生

■ 9月5日（木）

卓話 「山のはなし」

石田 肇 君

■ 例会後 9月度定例理事会

会長の時間 大橋会長（8/22分）

No.2620

例会日：2019年8月29日（木）
（令和元年8月29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

本日は加茂ガバナー補佐、それと身内ですが、吉崎ガバナー補佐エレクト

を迎えてのクラブ協議会があります。お忙しいとは思いますが、たくさんの

参加をよろしくお願いします。

それと、交換留学生の李さん、派遣候補生の田原陽二郎さんも今日は例会

に参加してくれています。李さんのニックネームはローガン君です。

私は昨日、関西空港へローガン君を迎えに行ってきました。

ちょうど同じ時間にフランスからの留学生、ペネロペさんも到着しました。

早速、二人を紹介し、いよいよまた、長期交換が始まるのだなと思いました。

ローガン君はこれから約一年間、私たちのクラブで面倒をみることになります。

ファーストファミリーは田原さんですが、やはりホストファミリーだけでなく、

クラブ全体で彼を支える必要がありますので、他の会員の方々もどうぞ彼を

温かい目で見守って、休みの日はどこかへ一緒に行くとか、皆様のご協力を

よろしくお願いします。

また、前回は須崎委員長のもと増強フォーラムがありましたが、増強の方もまたよろしくお願いします。

皆で早く70名を目指して頑張りましょう！

会員増強・新クラブ結成推進月間



委員会報告

幹事報告 戸田幹事

《これからの予定》

【1】 8/30（金）たまがわ高等支援学校見学

【2】 8/31（土）クラブ青少年奉仕合同委員長会

議（城戸青少年奉仕副委員長出席）

【3】 9/5（木）例会後、9月度定例理事会

【4】 9/7（土）第11回寺子屋子ども食堂

【5】 9/9（月）東輪会合同例会 於：シェラトン都ホ

テル大阪

《連絡事項》

【1】 9/9（月）はシェラトン都ホテル大阪に於いて

東輪会合同例会です。11：30より登録・食事

、13：00開会 14：30閉会です。多数のご参加

よろしくお願い致します。

尚、9/12（木）は振替休会となりますので、お

間違えの無きようよろしくお願い致します。

ロータリー財団委員会

芳田委員長

この度、奥林会員にご協力いただきました。有難う

ございました。8月のロータリーレートは108円です。

皆様のご協力をよろしくお願い致します。

8月22日

先週（8/22）の出席者数：35名（3）

ゲスト4名：国際ロータリー第2660地区
ＩＭ第4組ガバナー補佐 加茂 次也 様

ガバナー補佐ｴﾚｸﾄ 吉﨑 広江 様
青少年交換派遣学生 田原陽二郎 君
青少年交換来日学生 Shao-Tang LEE君

8/22出席率：68.63％

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数
会員：58名（免除10名）

8/1 8/8 8/15

HC出席 29(3)名 34(3)名 休会

MU出席 5(1)名 5(0)名

修正出席率 65.38％ 76.47％

青少年奉仕委員会

委員長 岡田 耕治

青少年交換派遣学生の田原 陽二郎君が、8月25日

に台湾へ出発し、同日無事現地に到着致しました。

早速台湾のロータリアンに歓迎を受け、来週より語

学学校へ通うとの事です。

会員コラム
板倉 賢児

我が家ではお盆休みの家族旅行が恒例となってお

り、今年は鳥羽に行きました。

今回初めて中学生の長男が旅先での計画を練って

くれました。

その一つが伊勢神宮参拝です。

私は伊勢神宮にお参りするだけかと思っていました

が、まず向かった先は伊勢神宮より

西に車で20分程度の距離にある夫婦岩で有名な二

見浦。

首をかしげる私に長男が、参拝前に塩水で体を清め

るのが江戸時代からの風習だと教えてくれました。

現代では流石に海での沐浴ではなく、二見輿玉神社

にてお祓い清めることによってその代わりとしている

そうです。

その後も外宮から内宮の順に回るのが正式な参拝

順序であることや、どちらか一方だけ参拝するのは

片参りと呼ばれ良くないとされているなど、下調べを

万全に案内してくれました。

そのおかげで、参り終えるまでに炎天下の中5時間

ほど歩き回り疲労困憊でしたが、いつもは親に任

せっきりである息子の頼もしい姿を見ることができ、

例年とは違った感慨深い旅になりました。

加茂ガバナー補佐を迎えてのクラブ協議会

出席報告




