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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

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

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

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

国際ロータリー会長
ホルガー・クナーク

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

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」
地域社会の経済発展月間
米山月間

月間テーマ
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2020年10月8日

「それでこそロータリー」
ピアノ 岩島 佳子 先生

会長の時間

例 会 日 ： 2 0 2 0 年 1 0月 8 日
(令和2年10月8日）

来週の例会
■ 10月15日（木） 休会
■ 10月22日（木）
友人紹介例会ならびに新入会員歓迎会
・衛星クラブ合同例会
18：30開会
於：オ・セイリュウ

■ 本日の卓話
「身近な犯罪とその対策」
迫谷 聡太 君
■ 今日の歌

それでこそロータリー

東大阪東ロータリークラブ
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ロ ー タリー の目的

4 つ の テスト

町に灯（ともしび）を
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東大阪東ロータリークラブ

R.C.

斉藤会長

「ＴＩＭＥ」誌の「世界で最も影響力のある１００人」にロータリーのナイジェリア・ポリオプラス委員長であるツ
ンジ・フンショ氏が選ばれました。「ＴＩＭＥ」誌は９月２２日、米テレビ局ＡＢＣの番組で２０２０年の１００人を発
表。アフリカ地域での野生型ポリオの根絶においてロータリー会員やパートナー団体と協力し、重要なリー
ダー的役割を果たしたフンショ氏の功績を称えました。
Ｌｅｋｋｉロータリークラブ（ナイジェリア）に所属するロータリアン歴３５年のフンショ氏は、第９１１０地区パスト
ガバナーであり、心臓専門医である同氏は、インターナショナル・ポリオプラス委員会のメンバーです。２０１３
年以来ナイジェリア・ポリオプラス委員長を務め、同国でのポリオ根絶活動の先頭に立ってきたフンショ氏は、
同国のロータリアンたちと共に、ポリオ予防接種の重要性に対する認識を高め、政府や著名人に支援を呼び
かけ、世界ポリオ根絶推進活動（ＧＰＥＩ）のパートナー団体である世界保健機関、ユニセフ、米国疾病対策セ
ンター、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団とも連携されています。
２０１９年８月、ナイジェリアでは野生型ポリオウイルスの無発症期間が３年を経過。去る８月２５日、アフリ
カ地域での野生型ポリオ根絶が宣言され、歴史的快挙となりました。これは、世界人口の９０％占めるＷＨＯ
の６地域のうち、５地域で野生型ポリオウイルスが根絶されたことを意味します。アフガニスタンとパキスタン
では、現在も野生型ウイルスによるポリオの感染が続いています。
フンショ氏は「ＴＩＭＥ」誌に次のように語っています。「ナイジェリアでのポリオ根絶活動は数々の困難に突き
当たりましたが、根絶が実現する日が必ず来ると信じてやみませんでした。状況が後退するたびに、ロータ
リーとパートナー団体が解決策を見出し、弱い立場にある子どもたちにワクチンを投与する戦略を立ててきた
のです」。そしてこう加えます。「確信をもって言えることは、ナイジェリアで野生型ポリオウイルスを根絶でき
るなら、どの国でも根絶が可能だとうことです」。（マイ・ロータリーの記事より抜粋、一部省略）

東大阪東ロータリークラブ
会 長：斉藤 勝俊
幹 事：浅浦 哲夫
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幹事報告

出席報告

浅浦幹事

≪これからの予定≫
【1】 10/10（土）地区公共イメージ向上セミナー
（表中長期計画委員長出席）
【2】 10/13（火）衛星クラブ例会 19：00～
於：事務局
【3】 10/15（木）休会
【4】 10/17（土）クラブ国際奉仕委員長会議
（迫谷国際奉仕委員長出席）
【5】 10/22（木）友人紹介例会ならびに新入会員
歓迎会・衛星クラブ合同例会 18:30～
於：オ・セイリュウ
【6】 10/22（木）第1回指名委員会 18：00～
於：オ・セイリュウ
【7】 10/23（金）東大阪市立楠根中学校 職業講話
出前授業
（戸田会員、小畑会員、前田会員）
【8】 10/23（金）ＩＭ第4組会長・幹事会（金輪会）
17：30～ 於：シェラトン都ホテル大阪
（吉﨑ガバナー補佐、斉藤会長、浅浦幹事
出席）
＜連絡事項＞
【1】 次週10/15（木）は休会となっております。お間
違えのないようよろしくお願い致します。
【2】 10/22（木）は18：30よりオ・セイリュウにて友人
紹介例会ならびに新入会員歓迎会・衛星クラ
ブ合同例会です。ご友人をお誘い合わせの上、
多数のご参加をお願い致します。またご出欠
のお返事がまだの方は、事務局までお知らせ
下さいますようお願い致します。
【3】 2020-21年度国際ロータリー第2660地区
地区大会について
ロータリアンの健康と安全を最優先とするＲＩの
方針に従い、徹底した感染防止対策を講じた
上で、グランキューブ大阪（大阪国際会議場）
にて、12月12日（土）のみの1日開催となりま
した。
当日は、本会議のライブ配信も実施されます。
●会長幹事会 12月12日（土） 12：30受付
13：00開会 13：45閉会
●本会議
12月12日（土） 13：30受付
14：00開会 17：30閉会
●会場
グランキューブ大阪
（大阪国際会議場）
●登録料
なし
●飲食を伴うプログラムの中止
（晩餐会・顕彰昼食会等 中止）
●友愛の広場中止

10月1日

先週（10/1）の出席者数：34名（3）
（内2名ＺＯＯＭ参加）
ビジター1名：地区ＲＹＬＡ委員会 委員
元米山奨学生 松田 振興 様
10/1出席率：66.67%
元 米山奨学生 松田 振興 様（大阪城南ＲＣ） 卓話

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数
会員：59名（免除11名）
9/10

9/17

9/24

HC出席

30(2)名

28(3)名

35(3)名

MU出席

5(1)名

4(0)名

0(0)名

修正出席率

68.63％

62.75％

68.63％

米山月間に因んで
公益財団法人ロータリー米山記念奨学会（以下、
米山奨学会）は、日本のロータリーが協同で運営す
る民間奨学団体です。米山奨学会では日本で学ぶ
外国人留学生に奨学金を支給し、支援する国際奨
学事業を行っています。
奨学生は毎月1回以上、世話クラブの例会に出席し、
会員との交流によって日本の社会を知り、ロータ
リークラブについて学びます。また、奨学期間終了
後も「ロータリー学友」として、国際ロータリーの国
際的コミュニティに参加することができます。
米山奨学会への寄付は2種類です。この事業は皆
様からの毎年の寄付で運営されています。また、地
区の奨学生数はほぼ寄付額で決まります。
◆普通寄付金
安定財源として、各クラブが決定した金額を会員
数分、毎年全クラブが納入しています。
（当クラブは5,000円／お一人）
◆特別寄付金
個人・法人・クラブからの任意寄付。金額に決まり
はなく、ロータリアン以外の方からも寄付をしてい
ただけます。

委員会報告
◎米山奨学委員会

北川委員長

この度、須﨑会員に第11回米山功労者メジャード
ナーを、芳田会員にマルチプル8回目に、古川会員、
前田会員に準米山にご協力いただきました。
また、表会員、井上会員、島会員、勝山会員、田中
（哲）会員、河村会員にご協力いただきました。
有難うございました。
引き続き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
ロータリーと宗教
１．ポール・ハリスの言葉
「ロータリーは宗教でもなければ、またその代用物
でもない。この社会にずっと昔から存在している道
徳観念の現代生活に於ける、特に職業生活に於け
る実践にほかならぬものである」
２．ウィリアム.C.カーター元RI会長（1973-1974）
「ロータリーは宗教でないかもしれぬが、とどのつま
りは我々の多くがそれぞれ信じている宗教を価値
ある具体的な形で、表現したものが、ロータリーで
ある」
３．裏千家前家元 千玄室様
国際ロータリー２００５栄誉賞受賞。京都RC、元RI
理事
令和２年９月２７日産経“一服どうぞ”から
「釈尊の教えには基本をなす３つの「布施」がある。
１には「無畏施（むいせ）」。これは人から不安や恐
怖を除き、無事平穏に過ごせるようにすることであ
る。次の「法施」は主に僧侶に対してで、大切な法を
説くには広い心で良心のあり方を知らねばならない
のだが、中々に難しく理解し難い。３つ目の「財施」。
これは当然金品による布施のことであるが、施しを
するとともに謙虚であり、自粛する心を持たねばな
らぬ。奉仕、すなわち他の人のために自分が何を
もって手助けをすることができるかを考え、実行す
る施である、いずれにしろ、自分が生存するという
意義の大切さ、自分より他の人のためになすことが
できる人生の尊さを教えたものである。」

