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今日の例会 2019年9月5日 来週の例会

■ 卓話

「山のはなし」

石田 肇 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 9月度定例理事会

■ 9月9日（月）

東輪会合同例会

登録受付・食事 ＡＭ11：30～

開会ＰＭ13：00 閉会 ＰＭ14：30

於：シェラトン都ホテル大阪 4Ｆ「浪速の間」

■ 9月12日（木）振替休会

会長の時間 大橋会長（8/29分）

No.2621

例会日：2019年9月5日（木）
（令和元年9月5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

今回はお休みを頂きました。

河村副会長にはお世話になりました。

娘がハワイで仕事しているので、会いに行ってきました。

それと、まだ正式にはホームページにも載っていませんが、

来年の国際大会の会場はおそらくハワイ・コンベンション

センターになると思いますので、のぞいてきました。

アラモアナ・ショッピングセンターの隣に位置しています。

ずっと天気が良くて、来年の大会も時もこんな天気だったら

良いなと思いました。

とても綺麗な所なので、皆で国際大会に参加しましょう！

基本的教育と識字率向上月間
ロータリーの友月間



委員会報告

俳句同好会輪の会便り 戸田 尊文

幹事報告 戸田幹事

《これからの予定》

【1】 本日例会後、9月度定例理事会

【2】 9/7（土）第11回寺子屋子ども食堂

【3】 9/9（月）東輪会合同例会 於：シェラトン都ホ

テル大阪

【4】 9/12（木）振替休会

【5】 地区ロータリー財団セミナー（芳田Ｒ財団委

員長、戸田幹事（代）出席）

《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、

よろしくお願い致します。

たまがわ高等支援学校 見学会
2019年8月30日（金）

出席報告 8月29日

先週（8/29）の出席者数：24名（1）

ゲスト1名：JXTGエネルギー（株）大阪支店
販売グループマネージャー 中村 正徳 様

8/29出席率：48.98％

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数
会員：58名（免除10名）

8/8 8/15 8/22

HC出席 34(3)名 休会 35(3)名

MU出席 5(0)名 6(1)名

修正出席率 76.47％ 78.85％

俳句の会に入会させて頂き、早いもので半年に

なります。最初は天野さんの専宗寺で猪鍋をす

るからというお誘いがキッカケでした。

猪鍋をつつきながらの初めての俳句の会は、新

鮮で他にはない面白さがありました。本当の句会

というものはもっと厳粛なものなのでしょうが、そ

こは親睦のロータリーの句会なので、お酒を交わ

しながら皆さん好きなことを言いたい放題、話が

脱線する事も多々ありながらワイワイガヤガヤ楽

しい時間を過ごしています。

ひと月に六句作るのはなかなか大変ですが、大

変な思いをしてできた句が句会で他の方に選句

されるととても嬉しいものです。まだまだ俳句の

「は」の字も分かっていない若輩者ですが、自分

の感性を大切に自分らしい句を詠んでいきたい

と思います。

職業奉仕委員会
委員長 森本 竜一

太 人絶へて草いきれ充つ鉄路かな

安徳 廃線や赫き鐵路の夏薊

精一 井戸水に浮いて味わう夏野菜

さおり 飛び方の練習始め燕の子

洋子 山女魚かと指さす雨後のささ濁り

侑才 食めば音よくぞ胡瓜と名づけたり

靖明 金亀子や幾度当たれど逃げやせず

正信 口開ける子燕早やも飛び習ひ

春正 紗の法衣沙門の心透けて白

尊春 ひそやかに線路彩る月見草

2019年7月 ＥＲ輪の会俳句 自薦句

2019年8月 ＥＲ輪の会俳句 自薦句

精一 小兵の足取り相撲大金星

さおり また逢ふは幾夜も超へた星合のころ

尊春 搭乗口またね指切り夏惜しむ

靖明 星流る消え行く先を問う娘

春正 炎昼や道灌の墓荒れてをり

正信 アルプスの女王は厳しお花畑

侑才 かなかなと耳に水尾ひく森の奥

洋子 天上にちちははいます大暑かな

安徳 ちちろ虫四十九日の夜更け哉

邦夫 原爆日夜明けの蝉の狂ひ鳴き

太 故郷に残暑も追って来たるなり

青少年交換帰国報告会・来日生歓迎会

8月31日土曜日お昼からローガン君と姫路城と神

戸の南京町に行ってきました。時間があまり無

かったので駆け足での案内でしたが、ローガン君

は写真を撮ったり案内看板を読んだり興味深く見

学していました。忙しない男2人旅でしたが有意

義な時間が過ごせました。 （文・戸田 尊文）


