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知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること
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
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；
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

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

それでこそロータリー
どこで会っても やあと言おうよ

いつもほほえみ いつも元気で

見つけた時にゃ おいと呼ぼうよ

さあ 出掛けよう

遠い時には 手を振り合おうよ

日も風も星も ラララ光るよ

それでこそ ローロー 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

国際ロータリー会長
ホルガー・クナーク

会長 斉藤 勝俊

「会員基盤、そして、
つながりを維持・強化
しよう」
会員基盤、そして、つながりを維持・強化しよう

例会日：2020年7月16日
(令和2年7月16日）

我らの生業

さわやかな朝だ われらはロータリアン

われらがロータリー
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ロ ータリ ーの目的

4 つ の テスト

R.C.

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.

今日の例会
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■ 就任挨拶
会長エレクト
青少年奉仕委員長
社会奉仕委員長
衛星クラブ議長

来週の例会

2020年7月16日

■ 7月23日（木）祝日・休会

河村
一由
前田
須﨑

幸司
麻里
興二
洋一

■ 7月30日（木）
※新型コロナウイルス感染防止のため
卓話は見合わせております。

■ 今日の歌 「日も風も星も」
ピアノ 岩島 佳子 先生

会長の時間

斉藤会長

今週のテーマは、本年度の地区スローガンと地区年次目標です。
簡仁一ガバナーは、本年度地区スローガンを「ＢＡＣＫ，Ｔｏ ｔｈｅ ＦＵＴＵＲＥ ～基本に戻って未来へ～」とさ
れました。このスローガンには、ガバナーの次の３つの願いが込められています。
① ロータリーの基本を再認識してください。
② ロータリアンとしての誇りと自信を持ってください。
③ 一緒にロータリーの未来をつくっていきましょう。
次に、本年度地区目標ですが、以下の６項目あります。
① 会員基盤の強化
② ポリオの根絶
③ 青少年の活動を支援

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

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 ロータリー財団活動の推進
⑤ 米山奨学会活動の推進
⑥ ＩＴ化の推進と公共イメージの向上
以上の内容は「クラブ活動年次計画」の５～７頁に詳述されていますので、会員の皆様方におかれましては、
是非とも熟読の上、ご認識していただきますようお願い申し上げます。
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幹事報告

浅浦幹事

≪これからの予定≫
【1】 7/23（木）祝日・休会
【2】 7/28（火）衛星クラブ例会
19：00～20：00 於：事務局
＜連絡事項＞
【1】 7月10日付にて上期の会費及び諸経費請
求書をお送りしております。何卒ご理解ご
協力のほどお願い申し上げます。

皆出席お祝い

出席・プログラム委員長
小畑 治彦

衛星クラブ10,500円×9名分＝94,500円
計703,500円を送金する事を承認。
３．事務局 例会食事の件
→例会開催時、事務局は例会内容を記録する
ため例会場にて食事をする事を承認。
◎2020年7月13日
議案
１．新入会員候補者の件
→斉藤会員及び浅浦会員より推薦の入会希望者、
中西 徹君を、細則第11条第2節に照らし職業
分類委員会、会員選考委員会にて選考の結果、
職業分類と会員資格の条件をすべて満たして
おりますので、細則第11条第3節に基づき、添
付書類2枚を確認の上、承認。

委員会報告
☆ホームクラブ皆出席
表 会員 井上会員 石田会員
北川会員 戸田会員 田原会員
☆メークアップ皆出席
３９年 表 会員
３０年 井上会員
２９年 石田会員
２８年 北川会員
２７年 小林（一）会員
２６年 島 会員 岡田会員
２４年 芳田会員
２３年 須﨑会員 天野会員
２１年 山村会員
１７年 田中（哲）会員 吉﨑会員
１４年 広田会員 大橋会員
１２年 水上会員 吉川会員
８年 藤本会員
６年 河村会員
５年 戸田会員
３年 斉藤会員 田原会員
２年 井戸田会員
１年 古川会員 新井会員 浅浦会員

持ち回り理事会議事録
（細則第4条第3節の会長要請に依る。）
◎2020年7月7日
議案
１．令和2年度・枚岡事業所防犯協会賛助会費の件
→クラブより5,000円を協賛する事を承認。
２．前期地区資金送金の件
→10,500円×58名（2020年7月1日現在の会員数）
＝609,000円、

会員コラム
衛星クラブ議長 須﨑 洋一

７月２８日 石田スポンサークラブ会員による
「青少年奉仕特にライラを経験して」
８月１１日 西口財団国際親善奨学生による「体験
談及びその後の活動」
25日 井上スポンサークラブ会員による
「職業奉仕特に出前授業について」
（依頼中）
９月 ８日 北川スポンサークラブ会員及び米山
奨学生による「米山奨学事業の説明
と奨学生の体験談」
９月２２日 祝日のため休会
１０月１３日 大橋地区青少年交換委員長及び
青少年交換留学生の田原君による
「青少年交換留学制度の説明と田原
君の体験談」
１０月２７日 検討中
今後スポンサークラブの会員様方には卓話その他
のお願いをすることとなりますので宜しくおねがい
します。

当衛星クラブの初年度（2020/7~2021/6）のテーマ
を『スポンサークラブ（東大阪東ロータリークラブ）
の奉仕活動を学びまた経験してロータリーを学ぼ
う』
としました。具体的な内容は次の通りです。
①当クラブの定款、細則を理解しよう
②「情報集」により過去のスポンサークラブの奉仕
活動を学ぼう
③当年度のスポンサークラブの「活動計画書」に
より当年度の活動予定を理解しよう
④上記の活動予定のうち興味のあるものについ
てはできるかぎり実際に参加してみよう
⑤財団、米山のOBや青少年交換学生OBに卓話
でその体験談を話してもらおう
⑥スポンサークラブの当年度の奉仕活動の内容に
ついて各委員長にはなしてもらおう。
⑦他の衛星クラブの活動を知るためにメークアップ
をしよう
⑧スポンサークラブの同好会にも興味があれば積
極的に参加しよう
⑨会員どうしの親睦を深めるためにたまには飲み
会を開く
⑩クラブ維持、発展のために増強に力をいれよう
⑪その他
上記ののうち現在決まっている卓話は
７月１４日 須崎衛星クラブ議長による「ロータリ
ーの基本」

出席報告

7月9日

先週（7/9）の出席者数：30名（3）
7/9出席率：60.00%

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数
会員：58名（免除11名）
6/18

6/25

7/2

HC出席

37(3)名

35(3)名

31(3)名

MU出席

4(0)名

5(0)名

6(1)名

修正出席率

77.36％

75.47％

72.55％

