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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」

今日の例会 来週の例会今日の例会

限りなき道ロータリー

われらがロータリー R-O-T-A-R-Y

日も風も星も それでこそロータリー

我らの生業

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
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

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

「 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

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
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会長の時間

疾病予防と治療月間月間テーマ

斉藤会長

■ 本日の卓話
「日本をとりまく環境」

小畑 治彦 君

■ 今日の歌 「君が代」「四つのテスト」
ピアノ 岩島 佳子 先生

■ 12月10日（木）

卓話 「青少年活動と私」

一由 麻里 君

「疾病予防と治療月間」によせて

１ 「健康であること」は誰にとっても何よりも大切なことです。しかし、基本的な医療を受けられない人は世界

で４億人いると言われています。

２ 世界で数百万人が病気によって苦しみ、ひいては貧困を強いられています。われわれが疾病の予防と治

療に注力するのはそのためです。病気の蔓延や医療不足に悩む地域社会に、仮設クリニックや献血セン

ター、研修施設をつくったり、医師と患者と政府が協力できるインフラを設計するなど、世界中のロータリ

アンは、人びとがより良い医療を利用できるように支援しています。

３ 疾病予防としては、例えば、ガーナでは、他団体と協力して国内全体人口の８０％以上にきれいな水を

提供し、ギニア虫感染症の予防に取り組んでいます。

また、リベリアでは、妊娠初期の女性たちへのＨＩＶ検査を支援しています。２年間でＨＩＶの母子感染を９５

％減らすことをめざして、出産前ケアを推進しています。

そして、ポリオを根絶するために、われわれが大きな役割を果たしてきました。懸命な活動により、世界中

のほぼすべての国からポリオがなくなっただけではなく、エボラ出血熱そのほかの疾病の追跡システムに

も活用できるインフラが構築されました。

ロータリアンが構築を支援してきたポリオ根絶のインフラは、新型コロナウイルスの対応と拡大防止のた

めに既に活用され、保健従事者の研修、感染経路の追跡などに生かされています。



会員コラム 水上 雅博

一口情報浅浦幹事幹事報告

前田会員

会員研修・会員選考委員長
井上 家昌≪これからの予定≫

【1】 本日例会後、12月度定例理事会
【2】 12/8（火）衛星クラブ例会 19：00～20：00

於：事務局
【3】 12/12（土）地区大会

（斉藤会長、大橋直前会長、浅浦幹事出席）
【4】 12/17（木）例会後、年次総会
＜連絡事項＞
【1】 本日例会後、12月度定例理事会を開催致し

ます。理事の皆様よろしくお願い致します。
【2】 初例会及び新年会は1/7（木）18：00よりオ・セ

イリュウにて行います。多数のご参加よろしく
お願い致します。

“ポール・ハリス夫妻、大阪に来る”

１９３５年（昭和１０年）２月１１日付の毎日新聞に、

このように書かれています。『花やかに、和やかに、

燃ゆるロータリー精神産みの父、ポール・ハリス翁

一行、新大阪ホテルで、国際的交換』。マニラで開

かれる第５回太平洋RC地域大会に、出席するため、

ポール・ハリス夫妻は、RIボブ・ビル会長夫妻一行

とともに途中日本に立ち寄ることになりますが、乗

船しているブレシデント・

クーリッジ号が、荒天のため、予定より３日間も遅

れて２月９日横浜港に到着します。そのため日本滞

在は、わずか２日という、あわただしい滞在となりま

した。

まずは、東京帝国ホテルでは、記念樹の植樹を行

ない、芝公園で午餐会、夜は

東京会館で、東京・横浜RCの歓迎晩餐会、名誉会

長の斎藤実前首相をはじめ、

米山梅吉以下、多数のロータリアンが出席しました。

この時、ポール・ハリスは、オーケストラが「君が代」

を演奏する中、天皇陛下のためのトーストを捧げま

す。午後９時３０分東京発夜行列車で、京都に向い、

１０日朝７時５０分京都着。

京都ホテルから京阪国道で大阪に向い、新大阪ホ

テルに到着。

午後1時から京阪神３クラブ合同の午餐会に出席

（１５０名参加）。

その夜神戸港からプレジデント・クーリッジ号でマニ

ラに向けて発って行きました。

この時、新大阪ホテルで、ポール・ハリスは、若い

新聞記者、斉藤英一さんに、インタビューを受けま

す。（斉藤さんは、後に毎日新聞社社長になられた

と聞いてます）「ロータリーは出席がやかましいので

は？」とたずねると、「出席をきびしくいうのではなく、

是非出席したくなる会合にしたいのです」と、

ポール・ハリスは、にこやかに答えたということです。

出席報告 11月26日

（11/26）の出席者数：28名（3）

11/26出席率：54.9%

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数
会員：59名（免除11名）

11/5 11/12 11/19

HC出席 31(3)名 30(2)名 31(3)名

MU出席 4(0)名 5(1)名 6(0)名

修正出席率 68.63％ 68.63％ 72.55％

◎ロータリー財団委員会 古川委員長
この度、井上会員にマルチプル8回目にご協力いた

だきました。また、須﨑会員にご協力いただきまし

た。有難うございました。12月のロータリーレートは

105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。

委員会報告

今年は「コロナ コロナ」ですべての歯車が狂いっぱ

なしである。

いろんなイベントが中止に追い込まれ、日本だけで

なく、世界中から人の集まることがなくなってしまっ

た。又、私は海外の仕事を中心に行っていたが、海

外渡航は出来なくなり、全く盛り上がりに欠けてし

まった。もちろん相手も来ない。商談は、電話とメー

ルだけ・・・。八方ふさがりとなり、気分は消沈したま

ま。また、クリーニングの総売上げは、一兆円産業

から令和２年は、２８００億まで下がってしまって、元

気はない。

でも、ウイズコロナの真最中だが、必ずアフターコロ

ナはやってくる。「耐えなければならない」から今を

どのように切り抜け準備していったらよいのか？し

かしどの業界が残り発展していくのか、正直見当は

つかない。アフターコロナで勝ち抜くには、どうした

らよいか？予測しかねている。でも、ロータリー精神

は、時代を越えて普遍であるから、基本に忠実・考

え、行動していきたい。

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。）

日 時：2020年11月26日（木）13：25～

Ⅰ．承認事項

１．クリスマス家族会 開催の是非について

→新型コロナウイルスの更なる感染拡大（第3波）を

鑑み、12月13日（日）に予定していたクリスマス家

族会を感染防止の観点から中止とすることを承認

した。

２．12月24日（木）の振替休日の件

→12月24日（木）は、12月13日（日）のクリスマス家

族会の振替休日である。家族会は中止となった

が、コロナ感染防止のため例会数を減らす事とし、

24日は予定通り休会とすることを承認した。

よって12月の最終例会は12月17日（木）とする。

３．2021年1月7日（木）初例会及び新年会 開催の

是非について

→現時点では、開催する方向で準備をすすめるが、

今後の情勢に伴う情報に十分に留意し、12月17

日の最終例会にて開催の是非を決定する事とす

る。




