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今日の例会 2019年10月10日 来週の例会

■ 卓話

米山月間 北川 忠嗣 君

米山奨学生 グェン ミン トゥーさん

「幹事 その後・・・」

藤本 良男 君

■ 今日の歌 「奉仕の理想」

■ 10月17日（木）

卓話 「最近考えていること」

田中 哲男 君

会長の時間 大橋会長（10/3分）
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例会日：2019年10月10日（木）
（令和元年10月10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

先日は秋の家族会に参加された方たちはお疲れさまでした。

新井親睦活動委員長が雨男っぽいと言われていましたが、皆様の日頃の精進が良く、いい天気に恵まれました。

第三砲台跡も坂道が大変でしたが、出口さんも元気よく登られました。

先ほどお聞きしたら、筋肉痛もないとのこと、まだまだお若いです。

今日はメーキャップについて話したいと思います。

出席を補填するのがメーキャップですが、他のクラブへ参加することはとても参考になることが多いです。

以前は東京RCや東京北RCへ、また姉妹クラブのタイ、ヤンナワRCへのメーキャップツアーが企画された事もあ

りました。

先ほど、広田会員研修委員長にも相談しましたが、私の年度でもメーキャップツアーを企画したらと思っていま

す。

また、良い企画が出来たら皆様に図りたいと思いますので、その時はたくさんの参加をよろしくお願いします。

また毎回の話ですが今度、友人紹介例会もありますので増強のほど、よろしくお願いします。

経済と地域社会の発展月間
米山月間



委員会報告

幹事報告 戸田幹事

《これからの予定》

【1】 本日、第1回ＩＭ（情報集会）第4班ＰＭ：18：30～

於：和牛処 助春

【2】 10/12（土）地区公共イメージ向上セミナー

（大橋会長、表中長期計画委員長出席）

【3】 10/17（木）第1回ＩＭ（情報集会）第3班

ＰＭ：18：30～ 於：ラ・ポルタ

10/17（木）東大阪中央ＲＣ主催「第4回ケ

ニア・シープケア学校給食支援「元阪神タ

イガースマートン選手チャリティーサイン会」

【4】 10/19（土）第14回寺子屋子ども食堂

《連絡事項》

【1】 来週10/17（木）例会後、定足数例会を開催

致します。多数のご参加よろしくお願い致し

ます。

【2】 10月24日（木）は友人紹介例会です。場所

はオ・セイリュウにて18：30より夜間移動例

会です。ご友人をお誘い合わせの上、多数

のご参加をお願い致します。

ロータリー財団委員会

芳田委員長

この度、北川会員に御協力いただきました。有難う

ございました。10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。

出席報告 10月3日

先週（10/3）の出席者数：31名（2）

10/3出席率：60.78%

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数
会員：60名（免除11名）

9/9 9/19 9/26

HC出席 29(2)名 28(2)名 31(4)名

MU出席 7(1)名 10(1)名 5(0)名

修正出席率 69.23％ 73.08％ 67.92％

１０月５日、第１３回子供食堂を実施いたしました。

今年は１０月に入っても夏のような暑さが続いてい

ますが、ようやく朝晩のみは秋を感じられるように

なりました。そのような不順な天候の中、今回も暑

さは残りましたが晴天に恵まれました。

前回、９月２１日は子供の参加が少なく心配をして

いましたが、今回は欠席者も少なく、その上、友達

を連れてきたという子もおり、突然のビジターです。

また、私の保護司の知り合いで東大阪大学短期

大学部、実践教育学科長をされている乾 公昨先

生より、学生の卒業・研究ということで学生の参加

の依頼をいただいており、先生とともに４人の学生

がボランティアとして参加をしてくれました。いつも、

高齢者ばかりで頑張っていますが、若い学生さん

の協力を得て、子供の参加も多くにぎやかな子供

食堂となりました。

そして、いつもの事ですが、予告もなく山村会員が

ペットボトルで空気銃を作る工作を携えて参加して

いただきました。食事、学習の時間が終わり、自由

な遊びの時間にはこの工作を多くの子供とともに

山村会員が頑張っていただき、子供たちにとって

有意義な１日が無事終わりました。

なを、今回の参加者はクラブより芳田会員、山村

会員と私の３名、学習指導の先生、民生委員２名、

55周年実行委員会
実行委員長 天野 正亮

会員コラム 大橋 秀典

地区委員会について

私は地区の青少年交換委員会に出向して４年目に

なります。

この間、インバウンドのオリエンテーションや派遣学

生のオリエンテーション。

フィンランドとのコレポン、等を経験してきました。

その中で国籍を問わず、未来のある青少年の育成

に関われることは大変、良い事であると思います。

また、インバウンドの学生も派遣学生も一年経つと、

すごく成長して目を見張ることが多いです。

それと、地区へ出向すると他のクラブの人とも仲良

くなれますし、ガバナーと話する機会も多く、

今ロータリーがどちらに向かっているかなどの情報

も入りやすくなります。

是非とも皆様も機会があれば、積極的に地区へ出

向することをお勧めします。

◎本日、卓話です。よろしく。 水上会員

◎秋の家族会、親睦活動委員会の皆さん、有難

うございました。

石田会員 井上会員 岡田会員 表 会員

河村会員 田原会員 藤本会員 古川会員

吉﨑会員◎秋の家族会欠席お詫び

浅浦会員 天野会員 一由会員 北川会員

吉川会員 斉藤会員 須﨑会員 水上会員

溝畑会員 芳田会員

◎先日の秋の家族会では孫のタケトが大変お世

話になりました。 石田会員

◎鳥居さん、お疲れ様でした。 北川会員

◎秋の家族会、参加有難うございました。

山村会員

◎皆さんお世話になりました。有難うございます。

鳥居会員

◎河村さんお世話になりました。有難うございま

した。 田原会員

◎欠席お詫び

板倉会員 一由会員 井戸田会員

田中（哲）会員 鳥居会員 水上会員

計 33,000円

10月累計 33,000円

7月～10月累計 493,000円

いつもご協力いただくボランティア６名、東大阪大

学短期大学部より乾先生、学生４名、事務局より

泉様、₊子供たちの参加２５名、総計４３名の参加

がありました。それといつもの事ですが専宗寺の

住職、私の長男ですが法務が終わってから参加協

力をしてくれ、あとかたずけを手伝ってくれたり、い

つもごみの後始末など協力をしてくれています。

青少年奉仕委員会

米山奨学担当 吉﨑会員

この度、藤本会員にマルチプル3回目にご協力いた

だきました。また、表会員に法人寄付を、金子会員、

斉藤会員、天野会員、山村会員、水上会員、吉川

会員、板倉会員、河村会員、一由会員、戸田会員、

田原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。


