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今日の例会 2019年9月26日 来週の例会

■ 四宮 孝郎ガバナー公式訪問

卓話 国際ロータリー第2660地区

ガバナー 四宮 孝郎 様

■ 今日の歌 「それでこそロータリー」

ピアノ 岩島 佳子 先生

■ 第6回創立55周年実行委員会

■ 10月3日（木）

卓話 「困ってます」

水上 雅博 君

■ 例会後 10月度定例理事会

会長の時間 大橋会長（9/19分）

No.2624

例会日：2019年9月26日（木）
（令和元年9月26日）

先日は東輪会にご出席、ありがとうございました。

今回は急な体調不良でお休みを頂き、皆様にはご迷惑をおかけいたしました。

特に斉藤会長エレクトには急なお願いにも関わらず、会長の時間の代行をお願いして申し訳なかったです。

ありがとうございました。

お話の内容も聞かせて頂きました。

早くも次年度の件が動いており私も地区の方でも、もう次年度の依頼が来て驚いております。

特に簡ガバナーエレクトが早め早めに進めているので、余計早いのかもしれませんが、頑張って行きたいと思い

ます。

次年度の斉藤会長エレクトは人事として、ベテランの方から若手まで上手くミックスして、運営していきたいとの

意向で、特に周年も東輪会の幹事も他の行事もないので、じっくりとロータリーについて学び、地についた奉仕

活動をして行きたいとのことですので、今年度ももちろんですが、次年度も皆様のご協力をお願いしたいと思い

ます。

そして、皆様も無理をせず、健康には気を付けて頂きますようによろしくお願いします。

基本的教育と識字率向上月間
ロータリーの友月間

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

9月句会を終わって

最近は、兼題を２つのうち１つは季語で、もう一つ

は季語に関係ない言葉（今月は時計でした）にして

います。これが中々面白く、バラエティな句が出句さ

れます。また今月は伝統俳句の母と呼ばれる稲畑

汀子先生が提言されている『俳句の作り方 十のな

いないづくし』を紹介して頂きました。

俳句同好会輪の会便り 古川 靖明

2019年9月 ＥＲ輪の会俳句 自薦句

靖明 秋冷や葉の転がる音高くなり

太 秋冷や腕に残りし時計痕

正信 幼な児も差し上げられて葡萄摘み

春正 戯れてやがて捨てられ椿の実

洋子 満月にいとけなき児の指の先

侑才 萩にふれ萩に触れられ子犬行く

精一 夜更けにはりんと鈴虫子守歌

尊春 秋の田のへのへのもへじご苦労さん

邦夫 送り盆父の時計の重さかな

安徳 人の秋朝のルーティンまた一つ

《一、上手に作ろうとしない。二、難しい表現をしな

い。三、言いたい事を全部言わない。四、季題を重

ねない。五、言葉に酔わない。六、人真似をしない。

七、切字を重ねない。八、作りっ放しはいけない。九、

頭の中で作り上げない。十、一面からのみ物を見な

い。》 飲んで雑談だけではなく勉強・指導らしき事

もしています。今月も楽しく有意義な時間を過ごさ

せて頂きました。入会希望の方はご連絡下さい。

石田 肇

９／５（木）の卓話で気分は山へ、一気に向かっ

ていきました。

ちょうど翌日の９／６（金）～９／８（日）まで、登山

の予定で槍ヶ岳や穂高連峰の真向かいの蝶ヶ岳

という山に登ってきました。

（昨年の同じ時期、台風の雨の中登って何も見え

ませんでした）

海抜２６７７ｍなので、ちょうど槍ヶ岳や穂高連峰

の真向かいでパノラマの絶景が見られる山で、

台風が二つもきている中今年は最高のお天気に

恵まれて、素晴らしい山の景色を見ることが出来

ました。



委員会報告

幹事報告 戸田幹事

国際ロータリー第2660地区ガバナー四宮孝郎様、

ようこそお越しいただきました。本日の卓話、どうぞ

よろしくお願い致します。

《これからの予定》

【1】 本日、例会後、第6回創立55周年実行委員会

【2】 9/28（土）枚岡神社時計塔清掃作業

ＡＭ10：30 時計塔前集合

【3】 9/29（日）秋の家族会

ＡＭ7：45新石切旧イーストホーム前集合

【4】 10/3（木）例会後、10月度定例理事会

【5】 10/5（土）第13回寺子屋子ども食堂

《連絡事項》

【1】 9/28（土）は枚岡神社時計塔清掃作業を行

います。黄色のジャンパー又はベストをご着

用の上、各自軍手のご用意をお願い致します。

四宮ガバナーご略歴

ロータリー財団委員会

芳田委員長

この度、井上会員に御協力いただきました。有難う

ございました。9月のロータリーレートは106円です。

皆様のご協力をよろしくお願い致します。

出席報告 9月19日

先週（9/19）の出席者数：28名（2）

9/19出席率：54.9％

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数
会員：58名（免除10名）

9/5～会員60名（免除11名）

8/29 9/5 9/9

HC出席 24(1)名 31(4)名 29(2)名

MU出席 13(2)名 10(0)名 7(1)名

修正出席率 72.55％ 77.36％ 69.23％

９月２１日、第１２回寺子屋子供食堂を実施いたし

ました。毎月２回、第１第３土曜日に行う１年間の

奉仕事業として４月よりスタートしました５５周年の

記念事業も全２４回の内、その半分が終わり折り

返し点を迎えました。

今回は３連休ということで子供の参加は少し少な

かったようですが、台風接近の中無事終了いたし

ました。

今回はクラブより私と井戸田会員、いつものボラン

ティアの方９名、民生委員会より２名、社会福祉協

議会より１名の参加ご協力をいただきました。

氏 名 四宮 孝郎

（大阪西南ＲＣ）

職 業 辰巳興業（株）

代表取締役社長

生年月日 1954年12月9日

青少年奉仕委員会

米山奨学担当 吉﨑会員

この度、北川会員にご協力いただきました。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。

55周年実行委員会
実行委員長 天野 正亮

ロータリー歴

1993年4月7日 大阪西南ＲＣ入会

1998-1999年度 幹事

2011-2012年度 会長

ＲＩ第2660地区

2005-06年度 地区幹事

2009-10年度 地区代表幹事

2012-13年度 ﾛｰﾀﾘｰ財団ＦＶＰ副委員長

2013-14年度 ﾛｰﾀﾘｰ財団地区補助金・ｸﾞﾛｰ

ﾊﾞﾙ補助金担当ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

2014-15年度 ﾛｰﾀﾘｰ財団補助金小委員会

委員長

2015-16年度 ﾛｰﾀﾘｰ財団資金推進小委員会

委員長

2016-17年度 ﾛｰﾀﾘｰ財団ポリオプラス小委

員会 委員長

その他

ﾛｰﾀﾘｰ財団 メジャードナー

ﾛｰﾀﾘｰ財団 ベネファクター

ﾛｰﾀﾘｰ財団 ポール・ハリス・ソサエティ

ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会 米山功労者メジャード

ナー

【2】 9/29（日）は秋の家族会です。新石切旧イー

ストホーム前に7：45にご集合下さい。時間厳

守でお願い致します。解散は18：00頃新石切

駅前の予定です。

ご参加の皆様よろしくお願い致します。

【3】 本日、地区大会のチラシならびに公開シ

ンポジウムのご案内を配布しております。

公開シンポジュウムにつきましては、会員

各位からご家族・ご友人・社員様・お知り

合いのスポーツチームなどをお誘い合わせ

の上ご参加下さいますようお願い致します

。ご参加の方は事務局までお申込み下さい。

同コラム同好会便り コーラス同好会
表 康之

会員コラム 井戸田 精一

「夏休みと化石採集」

保育園年長から中学生までの夏休み7月20日か

ら8月31日は、毎年、母の実家のある愛知県の山奥

で過ごしました。毎日、川で魚を捕ったり、クワガタ

やかぶとを捕まえたりと飽きずに続け、小学校高学

年になると釣り道具を作り、アユを捕り、炊き込みご

飯、みそ汁、塩焼きと河原で食べていました。本当

に贅沢な時間だと思います。

一方、小学生から中学生まで兄の影響で化石採集

が好きになり、名古屋から兄と一緒によく日帰旅行

をしました。化石採集は、ハンマーや石を担ぐため、

思ったよりも重労働です。そして、化石を見つける

には日頃から本を調べ、緊急時の医療品、登山道

具や化石採集工具も自分に使いやすいものを探し、

専門店を巡り、準備しました。弁当を作り、化石採

集現場までの歩行距離や交通機関、その費用など

すべて、一人で調べて計画を立て、親にねだりまし

た。多分、子供運賃で3,000円もあれば十分な旅が

でき、家に着くときには財布は空っぽになりました。

少年の私には、計画通りに進むことが大切だったよ

うです。

こんな少年期の体験から、大学卒業時の設計テー

マは、自然の残された土地の利用方法を考え「自

然環境保護センター」を提案し、設計しました。

日頃はコーラス同好会 R・フロイデの活動に格

別のご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

本年度も10月20日（日）に開催されます

「第53回東大阪市合唱連盟主催」の合唱祭に出

演が決定しており、R・フロイデの会員も本番に向

けて一生懸命頑張っております。

尚、今回の会場は9月1日（日）杮落しされた東大

阪市文化創造館大ホール（1,500名収容）にて出

演致します。

当日の曲名は①宇宙戦艦ヤマト②花の季節

③ソレアード～子供たちが生まれる時～ 以上3

曲です。又、参加コーラスメンバーは、R・フロイ

デ、合唱団グリーヴ、抒情歌の会アイリスの3団

体計33名出演いたします。

開演は12：30～入場は無料ですのでロータリー

会員ご家族の皆様も是非会場へ足を運んでくだ

さい。


