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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

国際ロータリー会長
ホルガー・クナーク

今日の例会

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」
月間テーマ

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
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基本的教育と識字率向上月間
ロータリーの友月間
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2020年9月3日

■ 本日の卓話
※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 「君が代」「四つのテスト」
ピアノ 岩島 佳子 先生

それでこそロータリー

例会日：2020年9月3日
(令和2年9月3日）

来週の例会
■ 9月10日（木）
簡 仁一ガバナー公式訪問
卓話
「2020-21年度RI会長テーマ及び第2660地区
ガバナー方針」
国際ロータリー第2660地区
ガバナー 簡 仁一 様

■ 例会後 9月度定例理事会

さわやかな朝だ われらはロータリアン

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

会長の時間

斉藤会長
「基本的教育と識字率向上月間／ロータリーの友月間」にちなんで

識字率は文字の読み書きができる人の割合を指しますが、日本では初等教育の就学率は男女ともほぼ１

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

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.

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

００％であり、従って、識字率も１００％と言われております。これは世界でも上位の水準ですが、世界では識
字率が８０％に満たない国や地域が多くあるそうです。特に途上国には文字の読み書きや計算など最低限
の教育が受けられない子どもがいまだに多くいることを我々は認識しておく必要があります。
読み書きができることは本当に幸せなことで、私事で恐縮ですが、今週は私の愛読書ということを書かせて
いただきます。子どもの頃から本が好きで、いまでもジャンルを問わず読み散らかしておりますが、愛読書は
何かと問われれば、迷わずに答えることのできる一冊があります。それは、帚木蓬生の「国銅」（新潮文庫上
下）です。読まれた方も多いと思いますが、東大寺の大仏建立の物語で、一人の若い仕丁が重労働に明け
暮れる姿が描かれています。彼は非常に利発な青年で、一人の僧から文字（漢字）を教わり、覚え習うことに
より、それまで無縁であった精神世界に踏み入っていく姿が見事に描かれています。本書はまた私の好きな
トリップストーリーでもあります。眠れないときなどに、開いた頁から読み始めますと、芳醇なブランデーのよう
に私を優しい眠りに誘ってくれる（退屈だからではなく）最高のナイトキャップです。そのため、文庫本はすぐ
にボロボロになり、これまで四回位買い換えています。まだ読まれていない方にはお勧めです。
最後になりましたが、藤本副会長には、本日の「会長の時間」宜しくお願い申し上げます。

東大阪東ロータリークラブ
会 長：斉藤 勝俊
幹 事：浅浦 哲夫
会報資料担当：田中 邦夫

HP：http://www.higashiosaka-eastrc.jp
創 立：昭和40（1965）年3月4日 例会場：ホテルセイリュウ 例会：毎週木曜日 12:30～
事務局：〒579-8012 東大阪市上石切町1-11-12 ホテルセイリュウ302号室
TEL072-985-0189 FAX072-985-0577 E-mail:higashiohrc@air.ocn.ne.jp

幹事報告

浅浦幹事

≪これからの予定≫
【1】 本日例会後、9月度定例理事会
【2】 9/5（土）クラブ職業奉仕委員長会議
（水上職業奉仕委員出席）
【3】 9/8（火）衛星クラブ例会 19：00～20：00
於：事務局
【4】 9/10（木）簡ガバナー公式訪問
【5】 9/12（土）2020-21年度RID2660地区財団セミ
ナー（古川Ｒ財団委員長出席）
＜連絡事項＞
【1】 本日例会後、引き続き瑞穂の間で9月度定例
理事会を開催致します。よろしくお願い致しま
す。
【2】 9/10（木）はガバナー公式訪問です。多数のご
出席をよろしくお願い致します。

委員会報告
◎ロータリー財団委員会
古川委員長
この度、北埜会員にマルチプル7回目を、また川口
会員、戸田会員にご協力いただきました。有難うご
ざいました。9月のロータリーレートは106円です。引
き続き皆様の御協力をよろしくお願い致します。
◎米山奨学委員会
北川委員長
この度水上会員にご協力をいただきました。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。

一口情報
会員研修・会員選考委員長
井上 家昌
＜ロータリーの主な会合と行事＞
１．クラブ例会（Club Regular Meeting）
ロータリークラブの定款・細則に基づき、クラブ
が行う週1回のロータリーで最も重要な会合。
２．クラブ理事会（Club Board of Directors）
クラブ管理主体。クラブ理事会の決定は最終。
３．クラブ委員会（Club Committees）
会員は何れかの委員会に所属。
４．クラブ協議会（Club Assemblies）
クラブのプログラム活動を協議するため、クラブ
役員、理事、および委員会委員長による会合。

５．クラブ年次総会（Club Annual Meeting）
毎年12月31日までに開催。次年度の役員、理事
を選出。現年度の収支中間等の報告。
６．クラブフォーラム（Club Forum）
クラブ内単位討論会。ロータリー情報を全員に
伝えることを目的。
７．情報集会（Informed Meeting）→「ＩＭ」と呼ぶ
ロータリー情報を伝え、話し合う会で、会員
の親睦と情報交換に最も必要な集会。
８．インターシティ・ミーティング（Intercity Meeting）
→これも「ＩＭ」と呼ぶので、７．の「ＩＭ」と混同な
いように。近年では「ＩＭロータリーデー」と呼ば
れる。
地区ガバナーの要請により、地区内各組毎
（当地区6組あり、当クラブは第4組所属）
ロータリーの諸問題の討議、会員相互の
親睦と面識を広める。
９．東輪会
東大阪市内5クラブの会。ロータリーの諸問題
の討議。会員相互の親睦と面識を広める。
10．ガバナー公式訪問（Governor’s Official Visit）
ガバナーが公式にクラブへ訪問する。
目的は
①会長、幹事、会長エレクトとクラブの諸問題
について自由に懇談、指導を行う。
②例会で全会員に対して、意義深い挨拶を行
い、ロータリー活動を励ます。
③クラブ協議会メンバーとクラブ運営活動の
推進について協議し、助言を与える。

吉﨑 広江ガバナー補佐を迎えての
第3回クラブ協議会

出席報告

8月27日

先週（8/27）の出席者数：31名（3）
ゲスト2名：国際ロータリー第2660地区
ＩＭ第4組ガバナー補佐
吉﨑 広江 様
ＩＭ第4組ガバナー補佐エレクト 大谷 隆英 様

2020年8月27日（木）
於： 3Ｆ斑鳩の間

8/27出席率：60.78%

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数
会員：59名（免除11名）
8/6

8/13

8/20

HC出席

34(3)名

休会

33(3)名

MU出席

3(0)名

2(0)名

修正出席率

72.55％

68.63％

