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今日の例会 2020年1月16日 来週の例会

■ 卓話

「医療の世界と私」

吉川 宏 君

■ 今日の歌 「それでこそロータリー」

ピアノ 岩島 佳子 先生

■ 例会後 第4回クラブ協議会

■ 1月23日（木）

卓話 「 」

森本 竜一 君

■ 例会前 第10回創立55周年実行委員会

■ 例会後 第1回よろず相談室実行委員会

会長の時間 大橋会長（1/9分）

例会日：2020年1月16日（木）
（令和2年1月16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

皆様、明けましておめでとうございます。

今年も皆様と新年に元気でお会いできて、この上ない喜びです。

早速ですが先ほどの理事会で、衛星クラブを設立することが決まりました。発起人8名の承認とクラブ名称が決

まりましたので、ここで報告させて頂きます。

名称は「東大阪東フューチャーロータリー衛星クラブ」です。

そしていよいよ、半期の折り返しですがまだまだ行事があります。

職業奉仕の出前授業、生駒学園の招待旅行、そして我々の55周年の記念例会、よろず相談室、そして衛星クラ

ブの設立と盛りだくさんですので、皆様のご協力をよろしくお願いします。

また地区でもこれはローガン君が関係してきますが、オリエンテーションや白馬スキー旅行、京都文化体験、和

菓子の作成と都をどりの観賞です。

そして、広島旅行。

広島では原爆記念館や語り部の話を聞いて、原爆の実態を理解してもらいます。

私はクラブと地区の二足の草鞋ですので、大変厳しいですが皆様のご協力を得て頑張りたいと思います。

私事の話で恐縮ですが、私の仕事も今も公共事業が多いのですが、新たにスターバックスで採用されたり、今

話題の新国立競技場の緑化のプランタンは弊社のワイヤーが使われています。こうして、民需にも挑戦して仕

事も頑張りたいと思っていますが、社長が忙しい方が上手く行っているように思います。

とにかく、衛星クラブはもちろんですが、本来の増強にも力を入れて、また残りの事業の協力にも、よろしくお願

いします。

職業奉仕月間
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幹事報告 戸田幹事

先般の初例会及び新年会にご参加の皆様、お疲れ

様でございました。

《これからの予定》

【1】 本日例会後、第4回クラブ協議会

【2】 1/18（土）第20回寺子屋子ども食堂

【３】 1/23（木）例会前、第10回創立55周年実行

委員会、例会後第1回よろず相談室実行委

員会

《連絡事項》

【1】 本日例会後、第4回クラブ協議会を開催致し

ます。多数のご出席をよろしくお願い致します。

【3】 1/27（月）～1/30（木）ＡＭ9：00まで、ホテル

セイリュウは改修工事のため休館となります。

停電、断水等のため1/28（火）は事務局を終

日お休みさせていただきますのでよろしくお

願い致します。

出席報告 1月9日

（1/9）の出席者数：37名（5）

ゲスト2名：米山奨学生 グェン ミン トゥー さん
青少年交換学生 ショウ タン リー 君

1/9出席率：67.27％

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数
会員：61名（免除11名）

12/19 12/26 1/2

HC出席 32(3)名 休会 休会

MU出席 4(1)名

修正出席率 66.67％

2019-20年度 初例会及び新年会

委員会報告

2020年1月9日（日）
於：オ・セイリュウ

社会奉仕委員会
委員長 田原 さおり

～生駒学園招待Ｊ行事のお知らせ～

日 時：2020年2月2日（日） ＡＭ9：45集合

ＡＭ10：00バス出発

場 所：新石切旧イーストホーム前

行き先：カップヌードルミュージアム大阪池田

年に一度の招待行事です。生駒学園の子供達と一

緒にロータリアンも楽しみましょう！

昨年9月16日弊社は創立50周年を迎えました。永

きに亘り苦楽を共にした社員への「労いと感謝」

を込めた思いと併せて取引先の協力業者様を始

め、所属団体、業界関係者、金融機関と日頃大

変お世話になって居ります方々への「感謝」も込

めて皆様をお招きして11月22日（いい夫婦）の日

に弊社創立50周年の記念式典並びに祝宴を開

催しました。

当日は300名の方々にご出席賜り各方面からの

ご来賓の方々より心温まる過分なご祝辞を頂戴

しました。 本クラブからも大橋会長を始め亡父と

も縁（ゆかり）の深い多くの方々にご出席賜り大

いに場を盛り上げて下さいました。（祝花を始め

祝電を頂戴した皆様には誠に有難くこの文面に

て厚く感謝御礼申し上げます。）

祝宴中多くの会員の方々より親父の話を頂き、懐

かしく胸が厚くなりました。

冒頭の挨拶で「両親なくして吾なし」と申し上げ、

まず自分を丈夫に産んでくれた事、厳しく、厳しく、

厳しく、そして優しく愛情を以って育ててくれた両

親に感謝の意を表し、社員に対しては日常業務

に関してその担いを全うし、お互い信頼し合って

業務を推進している事に感謝を伝え、協力会社

様には弊社業務に多大なご尽力を頂いているこ

とに感謝、不動産業界の方々には安全・安心の

取引に協力頂き感謝、所属団体には各方面から

ご指導、ご鞭撻頂いていることに感謝申し上げま

した。とりわけ本クラブの皆様には親父が生前大

変お世話になり、「ＲＣの活動」を通じて様々な良

き思い出を残していただきました。

親父は生前色々なことを話してくれましたが、話

題が「ＲＣ」のことになると嬉しそうにニコニコしな

がら経験談を語っていました。私も本クラブに入

会させていただいて改めて親父にとって「ＲＣ」は

正にライフワークで掛け替えのない場所であった

と感じました。本当に感謝申し上げます。

入会1年半とまだまだ未熟な私ですが、会員の皆

様からの教えに素直に耳を傾け、奉仕活動には

「ハイ、喜んで」の精神で親父のように「ＲＣ」がラ

イフワークと言えるように怠りなく精進したいと思

います。これからもどうぞ宜しくお願いします。

会員コラム 城戸 総一郎


