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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

母子の健康月間月間テーマ

斉藤会長

■ 本日の卓話

※卓話はございません

■ 今日の歌 「君が代」「四つのテスト」
ピアノ 岩島 佳子 先生

■ 例会後 4月度定例理事会

■ 4月8日（木）

卓話 「お経の話」

天野 正亮 君

「母子の健康月間」によせて

１ １９６０年代の前半までは、日本では肺炎や腸の感染症で亡くなる赤ちゃんが多く、諸外国と比べても
乳児死亡率が高かったそうです。半世紀を経た今、新生児死亡率、乳児死亡率とも世界最低水準で、
赤ちゃんがすくすく育つ国になりました。
戦後の高度経済成長期を経て、衛生環境や栄養状態が大幅に改善したことで乳児死亡率は漸減し、
さらに、１９４８年にスタートした「母子手帳」制度の効果も大きいとされています。これは医師や助産婦か
ら妊娠の診断を受けた母親は、市町村から母子健康手帳の交付を受け、手帳には、妊娠時期の注意
事項、産前産後に必要な検診や、赤ちゃんが受ける予防接種の種類や時期などがコンパクトにまとめ
られていて、その記録が残せるようになっています。これにより、母子の健康、赤ちゃんの発育上の問
題を早期に発見できるうえ、医療機関の受診が必要になった時に、医師の迅速・的確な判断が可能とな
ります。

２ 一方、世界のどこかでは、２分に１人、妊娠や出産によって女性が命をおとしているそうです。そして、
誕生後６週間以内に母親を失う新生児は、母親がいる新生児よりも死亡率がはるかに高いといわれて
います。
このような母子を救うために全力を注いでおられるロータリアンが数多くおられ、また、世界中のロー
タリークラブがグローバル補助金プロジェクト等を活用して、医療機関が必要としている設備を提供する
などの奉仕活動を行っています。 わがクラブとしても、これらのニーズを不断に汲み上げる努力を続け、
必要としているところに必要な支援を届ける奉仕活動をすることを常に念頭に置いておきたいものです。
このようなプロジェクトは、国際奉仕のカテゴリーに含まれるのでしょうが、単年度制における国際奉仕
委員会のみでは企画、実行が困難な事業であり、中長期計画委員会等クラブの各委員会の横断的な
コミットが必要となると思われます。



浅浦幹事幹事報告

前田会員

2021年3月 ＥＲ輪の会俳句 自薦句

出席報告 3月25日

（3/25）の出席者数：25名（3）
（内1名ＺＯＯＭ参加）

3/25出席率：49.02%

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数
会員：59名（免除11名）

3/4 3/11 3/18

HC出席 休会 31(3)名 36(2)名

MU出席 5(0)名 2(1)名

修正出席率 70.59％ 74.51％

◎国際奉仕委員会 迫谷委員長
ヤンナワＲＣより協力依頼のありましたグローバル

補助金は、実施国ならびに援助国の関係者全ての

申請手続きが完了し、正式にロータリー財団に申

請されました。今後は、ロータリー財団の承認がお

りましたら当クラブは現金525ドルを地区を通じて送

金する予定です。

◎ロータリー財団委員会 古川委員長
この度、岡田会員にマルチプル2回目にご協力いた

だきました。4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。

委員会報告

太 チューリップ我と一緒に舟を漕ぐ

靖明 七並べトランプ飛ばす春の風

洋子 石段のはじめの一歩猫の恋

春正 坪庭や京の町屋の匂鳥

侑才 湯気立ててほぐるるごとし春の土

とも子 手に封筒語らふ親子春の風

正信 豊かなる苜蓿に犬飛び込みぬ

精一 晩酌の苦味覚える春菜かな

安徳 レンズの中頭隠して蜂の尻

俳句同好会輪の会便り
田原 さおり

俳句の魅力とは、何だろう？毎月の句会へ投句の

締切に追われながら、そんな事を考えます。俳句は

世界一短い定型詩と言われてます。ルールは簡単。

①五七五であること

②季語を入れること

ですが、この季語を入れることがとても難しいので

す。栽培技術や流通の発展に伴い、季節に関係な

く植物を愛でたり、食を楽しんだり出来る現代となり

ました。また、科学技術の進化で、空を見上げるよ

りパソコンやスマホを見る時間の方が増えました。

かく言う今も、スマホでこの記事を書いているのです

が…

そんな私が、俳句同好会「輪の会」に参加させて頂

いてから、空をよく見上げるようになりました。庭の

木々を眺める時間が増えました。会食の際には旬

の食材を意識するようになりました。常に季節を探

すようになったのです。スマホの中にも季節があり

ました。お友達の投稿の中に、行った場所、食べた

物、買ったお花、沢山の季節が実は存在していまし

た。その事に気付いてから、私の心の満足度が上

がりました。

私にとっての俳句の魅力とは、何気ない日常の中

にある季節を感じるところです。リズム感だったり、

限られた文字数での感情表現だったりと俳句の魅

力はまだまだあるらしいのですが、それは後のお楽

しみかと思っています。

まずは、移りゆく季節の美しさを感じながら日々を送

りたいです。心の余裕を持ちたいなぁ。

臨時理事会議事録

（細則第4条第3節の会長要請に依る。）

◎2021年3月25日（木）13：20～

Ⅰ．承認事項

１．新会員候補者の件

新会員候補者、山岡 信也君をクラブ細則第11

1条第5節に基づき、全会員への連絡をいたしま

した結果、異議申し立てがございませんでした

ので、2021年4月1日付の入会とし、所属委員会

をＳＡＡ、カウンセラーとして会員研修委員会より

大橋 秀典君の推薦がありましたので、選任す

る事を承認する。

→承認

Ⅱ．報告事項

２．4月8日（木）以降の卓話の件

4月1日（木）はホテルセイリュウでの花見例会を

予定していましたが、ホテルガーデンテラス工事

のため通常例会とし、山岡氏の入会式を実施。

卓話は無しとする。また、4月8日・15日・22日に

ついては卓話を15分とする。

≪これからの予定≫

【1】 本日例会後、4月度定例理事会

【2】 4/8（木）新規米山奨学生オリエンテーション

／ZOOM（北川カウンセラー、石田次年度

米山奨学委員長出席）

【3】 4/13（火）衛星クラブ例会 19：00～

＜連絡事項＞

【1】 本日例会後、こちらの例会場にて4月度定例

理事会を開催いたします。

「春のＲＹＬＡオンラインセミナー」開催のご案内な

らびに受講生推薦のお願い

◎開催日時 2021年5月1日（土）12：50配信開

始

13：00～18：00

◎テーマ 「自分の価値を実感できる人生を。

そんな君が踏み出す最初の一歩」

◎ホスト 国際ロータリー第2660地区

吹田ロータリークラブ

◎参加対象

国際ロータリー第２６６０地区内各ロータリークラ

ブの推薦による１８歳から３０歳までの青年男女

◎参加必須品

WEBカメラ、マイク、スピーカー内臓のパソコン、タ

ブレットまたはスマートフォン（スマートフォンでも

視聴、参加可能ですが、より画面の大きなパソコ

ンやタブレットのご使用を推奨いたします）などで

WEB動画の視聴が可能であり、オンライン会議シ

ステムのZOOMソフトがインストールされているも

のをご準備下さい。

◎定員 ５０名（先着順）

◎参加費用 参加青少年（受講生）：無料

ロータリアン受講料 ：無料

◎申込期限 ２０２１年４月１５日（木）

◎受講方法等

今回のオンラインセミナーは全３部構成といたしま

す。

受講生は全てのプログラムへの参加となりますが、

受講生以外のロータリーファミリーは第１部及び

第３部のみの視聴となりますので、予めご了承下

さい。

なお、視聴に必要なＩＤ、ＰＡＳＳ等は事前に各受

講生及び各ロータリークラブ事務局に電子メール

にて、配信いたしますが、ご参加及びご視聴は、

受講生及びロータリーファミリーに限定されます

ので、ＩＤ、ＰＡＳＳ等の取扱いにはご注意下さい。

※詳しくは事務局までお問い合わせ下さい。


