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今日の例会 2020年6月18日 来週の例会

■ 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 次年度クラブ協議会

■ 6月25日（木）

退任挨拶

会長 大橋 秀典 君

幹事 戸田 尊文 君

■ 例会後 定足数例会

会長の時間 大橋会長

例会日：2020年6月18日（木）
（令和2年6月18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、こんにちは。

今日は久しぶりの例会です。

3月の時はどうなるかと思いましたが、年度末にこうして例会が出来たことに感謝します。

この３月から休会した後、様々な行事が中止になり、試行錯誤をしながら色々な奉仕をいたしました。

まず、5月8日にタイのヤンナワとのGGで贈呈式があり、ズームにて参加しました。

そして、5月18日に東大阪市へマスクとタイから寄贈されたフェイス・シールドを贈呈しました。

5月24日には瓢箪山駅前にて献血をして、6月8日に東輪会にて東大阪市へフェイス・シールドを贈呈しました。

そして16日に枚岡福祉会へマスクを４０００枚、マスクカバー３００枚を贈呈しました。

戸田幹事と田原社会奉仕委員長と私で贈呈式に参加しました。

当日は入所者の一部の人が参加して、手作りの感謝状を頂きました。

心がこもっていて、嬉しかったです。

また、皆が笑顔でありがとうと言ってくれた時は涙が出る想いでした。

この奉仕の事も地区のHP 友愛の広場にアップしましたので、ご覧になってください。

そして、17日には地区の委員会もガバナー事務所で開催されました。

少しずつ現実の会議に戻ってきて、やはりロータリーは顔を合わせないと楽しくないですね。

今日は直接、皆様とお会いできるのを楽しみにしていました。

あと青少年交換留学生の田原 陽二郎君が20日に帰国します。

また、お会いするのが楽しみです。

それと来週、23日に東大阪東フューチャーロータリー衛星クラブの例会をします。

今年度も今日を含め、あと二回の例会ですが頑張りますので、よろしくお願いします。

ロータリー親睦活動月間
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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、次年度クラブ協議会

【2】 6/18（木）17：00～ＩＭ第4組新旧合同会長・

幹事会/ＺＯＯＭ（大橋会長、斉藤会長エレクト、

戸田幹事、浅浦副幹事出席）

【3】 6/23（火）衛星クラブ設立総会 19：00～20：00

於：ロータリー事務局

【4】 6/25（木）例会後 定足数例会

【5】 7/2（木）例会後、7月度定例理事会

《連絡事項》

【1】 本日例会後、3Ｆ斑鳩の間にて次年度クラブ

協議会を開催致します。次年度の理事・役員

・委員長の皆様、よろしくお願い致します。

【2】 次週6/25（木）例会後、定足数例会を開催致

します。多数のご出席をよろしくお願い致します。

【3】 7/2（木）午後6時30分よりオ・セイリュウに於

きまして新旧合同会長・幹事歓送迎会を開

催致します。ご出席よろしくお願い致します。

出席報告 2月27日

（2/27）の出席者数：27名（3）

2/27出席率：50.94％

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数
会員：61名（免除11名）

2/6 2/13 2/20

HC出席 30(3)名 30(3)名 28(3)名

MU出席 5(1)名 6(0)名 7(0)名

修正出席率 64.81％ 67.92％ 66.04％

委員会報告

会員コラム 常楽寺 喜雄 俳句同好会輪の会便り

第二回目 【新入会員オリエンテーション実施】

令和２年２月２５日午後６時よりロータリー事務局に

て約１時間下記の通り新入会員への研修会を実施

致しました。

１．参加者 溝畑洋子会員（９月５日入会）

札元克典会員（１２月５日入会）

天野パスト会長（札元会員のカウン

セラー）

２．内容 ① ロータリーの歴史

② ロータリーの基本理念

Ａ．ロータリーの目的

Ｂ．４つのテスト

Ｃ．社会奉仕に関する１９２３年の声明

（決議２３－３４）

〔超我の奉仕〕 〔最もよく奉仕する者、

最も多く報いられる〕

Ｄ．ロータリアンの行動規範

③ 五大奉仕部門

④ ロータリアンの義務と特典

⑤ クラブの組織

⑥ ロータリーの友について

⑦ メークアップについて

特に強調しましたことは例会への出席義務とロータ

リーの友を購読していただくようお願いをしました。

「吾輩は鳩である。名前はクロちゃん。やっと巣立っ

た頃鳥に襲われて飛べないでいた所を助けられた。

動物クリニックの先生の診断で今の両親が育ててく

れる事になった次第。リビングに大型のケージを入

れてもらって、もう１５年近くになる」…と云うわけで

鳩話のわかる人間と人間語のわかる鳩が共に暮ら

して日々是好日、老々家族が何時までも元気で居

たいものです。

人間８５才にもなりますと細胞分裂がにぶくなり染

色体のテロメアとか云う生存端末が段々と減少して

ゆくと物の本にありましたが昨今はつとに実感する

しだいです。いずれにしろ忘却曲線の変化は気にし

ないことにしています。ナンチャッテ、此れジジイの

悔し紛れの強がりですよね。

失敗談をひとつ、昨年大晦日に風呂場で脱衣の

時に転倒してしまいました。離れでは家人が正月の

準備をしている筈、助けてくれ！なんて云っても届く

はずがないし、第一沽券にかかわる。発語はできる

し指も動くし脈拍もどうやら平常みたい、唯起き上

がれない。そのう何とかなるやろうと諦めたものの、

何とも孤独で、人間こんな果て方もあるのかなあと

妙に納得しておりました。

何となく脳裏に浮かぶのは追想ばかり、亡き両親

のこと、戦中戦後の子供時代、ご無沙汰している友

人達のこと、趣味のオペラの未開封のＬＰや、自作

オーディオアンプ用の真空管も仰山あるなあ。

ロータリークラブに入会させて戴いたのは1987年で

いろいろ喜怒哀楽があり、他では得られない友達

ができました。感謝々々などなど。30分ぐらいしてふ

と気がつきました。

今の自分はひっくり返された亀の状態である。腹ば

いになれば何とかなるぞ…めでたしめでたしでした。

と思いきや、「おやじスマホに着信履歴が出てます

けど？…アレ？どないしましてん…」馬鹿みたいな

話の顛末はよって件のごとし。

人間は百八つはおろか八万四千の煩悩をかかえて

この世におるそうな。そうかもしれませんなあ。どな

いしましょ。「過多は無に通ず」勝手にそう決め込む

ことにいたしました。

皆さん、つたない駄文にお付き合い下さいまして有

難うございました。

2020年5月 ＥＲ輪の会俳句 自薦句

尊春 葉脈にみなぎる強さ柿若葉

侑才 一線を去り懐かしき柿若葉

邦夫 白壁の藏ひっそりと柿若葉

安徳 風凪て植田眩しや雲一つ

太 波打ちて空まで歪む植田かな

正信 万緑に散歩の距離を延しけり

精一 葉を剃らしせせらぎを聞く杜若

春正 凛と立つ紺碧の空麦の秋

靖明 耳元で嫌悪に残る蚊の羽音

洋子 うたかたの世を大切に夏燕

会員研修委員会
委員長 広田 甫

副委員長 表 康之

最後にお口直しに「方丈記」から大好きな一節を、

「ゆく川の流れは絶えずして、然も元の水にあらず。

よどみに浮かぶ泡沫は、かつ消えかつ結びて留

まりたるためしなし。

世のなかの人と住み家もかくのごとし」

３． 懇親会 午後７時よりﾎﾃﾙセイリュウ１Ｆの和食

を召し上がりながら、お酒も少し入りリラック

スしていただきました。

天野パスト会長や表副委員長の経験談を交えなが

らより一層ロータリーについて理解を深めていただ

いたのではないかと思います。

雨上がりの庭

雨がやっと上り、振り返れば生駒の峰々が緑に揺

れている。庭の隅に群生しているグローバーの花

に小さな白蝶が一匹遊んでいる。雨に濡れないよう

に八つ手の裏にでも潜んでいたこの蝶が、雨の間

隙をねらい飛び出したのだろう。雨に濡れたクロー

バーの緑と、花のピンク、そして蝶の白。私はこの

三色に誘われるように思わず庭下駄をつっ掛けて

庭に下りた。彼らは「命の色」と思うままに謳歌して

いる様に見えたからだ。命に色があるのなら、人間

の「命の色」は何色だろう。白色か、黒色か、黄色

か、途端に意識が人種斗爭へ移行しかけたが、思

い直して、四つ葉のクローバーを探してみようと考

えを換えて、少女小説のヒロインの如く、一枚の四

つ葉を見つけるのに必死となった。然し、結果は無

残にもゼロ、1枚も見つからなかった。

昔、俳句の先生から俳句は「作るもの」ではなく、

「授かるもの」だと教わった記憶がある。何時か四

つ葉のクローバーが見つかるかもしれないし、その

クローバーから良い句が「授かる」かも知れない。

色々考えさせられる六月十四日（日）の午後の二時

間であった。

田中 邦夫


