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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

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

今日の例会

それでこそロータリー

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 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

東大阪東ロータリークラブ
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例会日：2020年9月10日

基本的教育と識字率向上月間
ロータリーの友月間
2020年9月10日

(令和2年9月10日）

来週の例会
■ 9月17日（木）

仁一ガバナー公式訪問

ガバナー講話
国際ロータリー第2660地区
ガバナー 簡 仁一 様

卓話

「私の本業」
戸田 尊文 君

■ 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
簡

仁一ガバナー公式訪問によせて

１ 第２６６０地区について

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

地区とは、ＲＩの管理上まとめられた一群のロータリークラブの所在する一定の地理的区域です。世界を
５３５地区に分け、日本は３４地区に区分されています。第２６６０地区は、大阪府北部地域（大和川以北）
の８０クラブにより構成されています。
ロータリー地区の活動・組織は、個々のロータリークラブがロータリーの綱領を推進するのを援助するこ
とを唯一の目的としています。
２ 地区の統括者をガバナーと呼び、地区内クラブによって指名され、国際大会で選出されるＲＩの役員です。
地区ガバナーは、ＲＩ理事会の方針とＲＩ定款細則に従って、地区内クラブを直接監督します。そして、地区
内クラブがロータリーの奉仕の理想を遂行するよう援助します。
また、地区ガバナーは、任期中、新クラブの結成と会員増強を推奨し、ロータリー財団プログラムへの参
加と財政支援を推進し、毎月、ガバナー月信を発行します。
さらに、地区ガバナーは、地区大会を計画し、主催します。地区大会は、年度における地区の会合で最も
重要なもので、ミニ国際大会とも言えます。

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

簡ガバナーご略歴

ご興味のある方は下記動画アドレスよりご覧いただ
けます。

仁一
（茨木ＲＣ）
職 業 平和商事株式会社
代表取締役社長

動画アドレス
https://youtu.be/M7pNPATgITE

生年月日 昭和27年4月12日

◎ロータリー財団委員会

氏 名 簡

ロータリー歴
1992年2月26日 茨木ロータリークラブ入会
1996-1997年度、2008-2009年度 幹事
1998-1999年度、2012-2013年度 SAA
2000-2001年度 副会長
2003-2004年度 会長
ＲＩ第2660地区
1997-1998年度
1998-2001年度
2007-2008年度
2014-2015年度
2015-2018年度

財団学友委員会 副委員長
財団学友委員会 委員長
財団奨学金・学友委員会 委員長
IM第2組ガバナー補佐
地区研修委員会 委員

その他
ﾛｰﾀﾘｰ財団 メジャードナー
ﾛｰﾀﾘｰ財団 ベネファクター
ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会 米山功労者メジャード
ナー

幹事報告

浅浦幹事

国際ロータリー第2660地区ガバナー簡 仁一様、
ようこそお越し下さいました。本日の卓話、どうぞよ
ろしくお願い致します。
≪これからの予定≫
【1】 本日例会後、9月度定例理事会
【2】 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）
【3】 9/18（金）ＩＭ第4組会長懇談会
（斉藤会長出席）
＜連絡事項＞
【1】 本日会員用の名刺をお配りしております。
【2】 ドリーム21で活動している児童劇団から、
Facebookの東大阪東ＲＣのページにメッセー
ジが送られてまいりました。
東大阪の応援ソングを歌った動画で、子どもた
ちから、コロナに負けずに頑張る東大阪市
の人たちに向けた応援メッセージとの事です。

委員会報告
古川委員長

この度、芳田会員にマルチプル6回目を、城戸会員
にマルチプル4回目にご協力いただきました。
また木村会員、水上会員、駒林会員にご協力いた
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

この度浅浦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
２００２－２００３年国際ロータリー、ビチャイ・ラタク
ル会長のロータリー創立１００周年（２００５年２月２
３日）記念講話から
「クラブを充実させる方法は、基本に立ち返り、ロー
タリーの変わることのない原則を守ることにありま
す。基本に立ち返るとは、ロータリーの心臓の鼓動
である、クラブ奉仕に一心に耳を傾けることであり
ます。ロータリーの健全さ、ロータリーの存在そのも
のが。この鼓動にかかっています。
積極的なクラブ奉仕は、献身的な会員のいる生き
生きとしたクラブへの道であり、私達の結束力を強
固なものにします。充実したクラブなしに、ロータ
リーは健全な組織として存続することは考えられま
せん。ロータリーの真の強みは、世界中の地域社
会に、存在する行動力のある指導者の一団として、
偉大な可能性を秘めている会員の集合体にあるの
です。私達は、目の前を直視して、取り組まねばな
らない多くの課題が控えています。重要なのは、
ロータリーは単なる楽しい親睦目的の社交クラブや、
どこにでもある慈善団体でないのだと銘記すること
です。ロータリーとは生き方そのものであり、心の持
ちようであり、又精神のありようであります。」
（注）ビチャイ・ラタクル氏は、タイ、バンコク第３３５０
地区出身で、当クラブの姉妹クラブのヤンナワRCと
同地区です。 （２００２－２００３年のテーマ：慈愛の
種を播きましょう）

会員コラム

田中 哲男

私の71年の人生の中で、「まさか？」と強く感じた
事が二度ありました。あくまでも現時点での事です
ので、まだまだこれからもビックリするような「まさ
か？」は起こるかも知れません。
一度目は1985年9月にＧ5で合意されたプラザ合
意です。その狙いは米国の輸出競争力を高める為
に、無理やりドル高を修正し、米国の貿易赤字を減
らす事にありました。
実際為替レートは1ﾄﾞﾙ240円が140円になり、私は
35歳にして突然半年で1億円を失うはめになりまし
た。
二度目は今回のコロナ禍による、社会/経済の大
変化です。
昨年末（2019年）に頸椎筋委縮の手術を決意し、
2020年1月末～2月初めまで入院しておりました。
退院後、日本中どころか世界中がコロナ禍一色と
なり、従来の普通の生活様式が出来なくなるという
とんでもない事態になった訳です。
とにかく、いち早く治療薬・ワクチンの開発が望まれ
るばかりですが、これだけ影響が広く大きくなると、
今後の社会のあり方が大変化するかも知れません。
13世紀末から15世紀末に全ヨーロッパに波及した
思想/芸術との革新運動といわれている「ルネッサ
ンス」も、その当時の疫病が原因だとする専門家の
意見もあるようです。
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出席報告

9月3日

先週（9/3）の出席者数：31名（2）

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）
8/13

8/20

8/27

休会

33(3)名

31(3)名

MU出席

2(0)名

5(0)名

修正出席率

68.63％

70.59％

HC出席

