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今日の例会 2019年12月5日 来週の例会

■ 卓話

「最近の話題」

北埜 登 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 12月度定例理事会

■ 12月12日（木）

卓話 「使わないと損！な法人向けアプリ3選」

吉﨑 広江 君

■ 例会後 年次総会

会長の時間 大橋会長（11/28分）

例会日：2019年12月5日（木）
（令和元年12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

本日は石巻東RCの浅野会長が来られています。

石巻東RCと我がクラブは東日本大震災の後、平成の森仮設住宅へ軽トラックを寄贈した時からのご縁で、その

後も50周年の記念事業として石巻駅の前にモニュメントをタイ・ヤンナワRC、韓国・ヨスRC、小田原中RCと共同

で設置した時にもお世話になりました。

今日はそのモニュメントの現在の写真を持って来ていただきました。

後で回覧しますが、ピカピカに綺麗です。

もちろん、我がクラブの50周年の記念例会にも参加して頂きました。

また、トロントやハンブルグの国際大会に震災関連のブースを出されていて、私はそこで菅原さんにも出会って

います。

今後ともこのご縁を大切に、友好を深められたらと思います。

それと11月21日に、大阪御堂筋本町RCの６周年記念例会へ私と戸田幹事で参加してきました。

2000年のRI理事会において、地理的に可能である場合、会員数が20名未満のクラブは合併すべきであると決定

されました。

大阪御堂筋本町RCはまさにその合併クラブです。

今は横山会長のリーダーシップの元、うまく運営されていますが、難しい部分もあると推察します。

その例会には大阪南RCの会長幹事と加茂ガバナー補佐、吉崎ガバナー補佐エレクトも来られていました。

我々も会員数は大切ですので、頑張って増強を引き続きよろしくお願いします。

疾病予防と治療月間
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幹事報告 戸田幹事

《これからの予定》

【1】 本日例会後、12月度定例理事会

【2】 12/7（土）第17回寺子屋子ども食堂

【3】 12/12（木）例会後、年次総会

【4】 12/13（金）～14日（土）地区大会

【5】 12/13（金）地区大会フレッシュロータリアン

昼食会（田原会員、木下会員出席）

【6】 12/15（日）移動例会・クリスマス家族会

於：インターコンチネンタルホテル大阪

《連絡事項》

【1】 先週より、地区大会の名札を皆様にお配りし

ております。当日ご出席される際に、この名

札を必ずご持参の上、会場までお越し下さい

ますようお願い致します。

【2】 本日、2019年手続要覧を配布しております。

【3】 次週12日（木）の例会終了後、年次総会を

開催致しますのでご出席下さい。

出席報告 11月28日

（11/28）の出席者数：30名（3）

ビジター1名： 石巻東ロータリークラブ
会長 浅野 辰之 様

11/2８出席率：57.69%

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数
会員：60名（免除11名）

11/7 11/14 11/21

HC出席 33(3)名 31(4)名 28(4)名

MU出席 8(2)名 4(0)名 7(0)名

修正出席率 75.93％ 66.04％ 66.04％

12/15（日）はインターコンチネンタルホテル大阪

に於きまして移動例会とクリスマス家族会です。

ご家族お誘い合わせの上、多数ご参加下さいま

すようお願い致します。

17：30～ 例会 2Ｆ ＨＩＮＯＫＩ

18：30～ クリスマス家族会 2Ｆ ＨＩＮＯＫＩ

2019-20年度クリスマス家族会のご案内

委員会報告
ロータリー財団委員会
委員長 芳田 至弘

この度、石田会員、斉藤会員、吉川会員、河村会員、

山崎会員、新井会員、田原会員、城戸会員、浅浦

会員、前田会員、溝畑会員に御協力いただきまし

た。有難うございました。12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。

会員コラム 河村 幸司

私がロータリーに入会させて頂いて来年の１月で早

12年目と成ります。

入会から1２年間色んな人々と出逢い色んな行事を

行い沢山の思い出が出来ました。

先日１２月１日に地元の自治会毎年恒例の餅付

大会が有り沢山の人々が集まって頂ました。子供

達は餅を付き、老人会は餅を丸め自治会役員は丸

めた餅をパック詰めし配り毎年恒例ながら２００人ぐ

らいの人が集まり和気藹々と一杯飲みながら皆な

楽しく餅つき大会を行いました。ただ残念なのが子

供会及自治会の入会者数が毎年減っていってると

いう現象です。特に子供会は親が行事に参加する

のが面倒と言う理由で入会せず行事の時だけ子供

と出て来ている状態で餅だけ貰ってさっさと帰ってし

まい皆とコミュニケーションを取らない関係の若い

世帯が増えています。

こういった状況は多分他の自治会でも同じ様な現

象だと思います、何か良い対策方法が無い物か

旧子供会役員を集めて色々話合いを行って居ます

が良い答えが未だ見つかって居ない状況です。

皆さんの中で名案の有る方是非共お話を聞かせて

下さい。

先日１１月２４日の少林寺の全国大会で孫娘が全

国で３位とニコニコ箱で紹介させて頂いたのですが、

帰ってから嫁に伝えたら何言うてんの準優勝２位や

でと怒られました。先般の自治会報にも記事が登

載されてましたこれで２年連続で全国大会出場と入

賞で記事に成り、去年は東大阪市市長賞を頂き今

年もまた市長賞を頂くと思います。

来年は是非共全国優勝してじいじとばあばを喜ば

せて欲しいです。

石巻東ＲＣ 浅野 辰之会長

国際奉仕委員会
委員長 山本 行伸

来年6月6日～10日の5日間の日程で、ホノルルの

ハワイアンコンベンションセンターを中心に、国際大

会が開催されます。開催まで6カ月となり、登録料

の早期割引の締め切りが近づいております。参加

ご希望でご登録がまだお済でない方は是非12月15

日までに早期割引登録をご利用下さい。マイロータ

リーからの登録が難しい方は、来週12日（木）例会

後、事務局にてご説明致します。


