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今日の例会

例会日：2021年8月26日
(令和3年8月26日）

にして（A列を選択して右クリック～挿入）コピーしてください。

会員増強・新クラブ結成推進月間

2021年8月26日今日の例会今日の例会

河村会長会長の時間

この一週間は梅雨が明けない様な天気や晴天に成ったりで皆さんの体調は如何ですか?睡眠は十分に取

られて頑張って下さい。

２４日の火曜日は東大阪東フューチャーロータリー衛星クラブの親睦コンペが有り、天候にも恵まれて大変

有意義なゴルフをさせて頂きました。田中パスト会長と久しぶりに同伴させて頂き、元気なお顔を拝見致しま

した。いささか私の成績は１００チョットと駄目でしたが楽しいゴルフでした。

先週にお伝え致しました台湾米山学友会の寄付金の件ですが、間違った金額をお伝えしていたのて訂正を

致します。７月に発生した熱海市の土石流災害の義援金として台湾米山学友会が３８５,０００台湾ドル (日本

円にして１５０万３,９０６円)を寄付して下さいました。この義援金は、日本政府が台湾へ提供したワクチンへの

感謝の気持ちをこめて熱海の被害者に役立てて欲しいと学友達が出し合ったもので７月２９日に台湾から

いったん学友会へ送金され、８月２日付けで国際ロータリー第２６２０地区の災害支援本部の口座へ振り込ま

れました。またこれとは別に複数の米山学友が会員として所属する台中文心ロータリークラブからも日本の

相模原中ロータリークラブを通じて同災害への義援金を送金したとのことです。台湾米山学友から届く温かな

支援に心から感謝を申し上げます。

本日は大谷ガバナー補佐をお迎えしてのZOOM例会です、皆さん活発なご意見をお願い致します。
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会長 河村 幸司

「会員基盤の増強、
楽しい親睦と奉仕
そして教育の支援を」

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

奉仕の理想 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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■ ごあいさつ

国際ロータリー第2660地区

ＩＭ第4組ガバナー補佐 大谷 隆英 様

■ 今日の歌 「われら日本のロータリアン」

■ 9月2日（木）

卓話 石川 亨 君

■ 例会後 9月度定例理事会／ＺＯＯＭ

来週の例会



≪これからの予定≫

【1】 本日、大谷ガバナー補佐を迎えての例会

【2】 8/28（土）午前：地区公共イメージ向上セミナ

ー/ＺＯＯＭ（表中・長期計画委員長出席）

8/28（土）午後：クラブ青少年奉仕合同委員長

会議/ＺＯＯＭ（森本青少年奉仕委員長出席）

【3】 9/2（木）例会後、9月度定例理事会/ＺＯＯＭ

【4】 9/4（土）午前：クラブ米山委員長・カウンセラ

ー研修会/ＺＯＯＭ（石田米山奨学委員長、

北川カウンセラー出席）

9/4（土）午後：地区ロータリー財団セミナー

/ＺＯＯＭ（河村会長、岡田ロータリー財団副

委員長出席）

＜連絡事項＞

【1】 本日は大谷ガバナー補佐にＺＯＯＭ参加し

ていただいております。後ほどご挨拶をいた

だきたく存じますので、どうぞよろしくお願いい

たします。

【2】 次週9/2、9/9の例会は引き続きＺＯＯＭで

開催させていただきますのでご協力のほど

よろしくお願いいたします。尚、9月度定例理

事会につきましても、例会後ＺＯＯＭにて開

催いたしますので理事の方よろしくお願いい

たします。

【3】 会員の動向

札元 克典 会員 職業分類変更

(7)専門職の部 4，医療施設

3，介護施設経営→ 7，福祉 （※項目追加）

幹事就任挨拶
古川幹事幹事報告

大谷ガバナー補佐のご略歴

氏 名 大谷 隆英

（大阪柏原ＲＣ）

生年月日 1959年1月19日生

ロータリー歴

1998年11月 大阪柏原ＲＣ入会

2003年～04年度 幹事

2012年～13年度 会長

2016年～19年度 地区ロータリー財団資金推進

小委員会委員長

2019年～20年度 幹事

ベネファクター、マルチプル・ポール・ハリス・フェ

ロー、米山功労者（マルチプル）

会員コラム 石田 肇

登山紀行 ＜木曽の御嶽山＞

今期のリアル例会の翌日、７／３１（金）８／１（土）

８／２（日）と３日間で今年初めての夏山登山に行っ

て来ました。

昨年に引き続き、新型コロナウイルスの影響で、三

密状態になるので営業を自粛している山小屋が多

く、山小屋に泊まらず登れる山で３０００ｍ級の山と

なりますと限られてきます。考えた末、今年の最初

の夏山登山に選んだ山は木曽の御嶽山です。

木曽の御嶽山は標高３０６７ｍで岐阜県と長野県

にまたがる北アルプルの単体峰で、古くから信仰の

山として多くの登山者で賑わっておりましたが、２０

１４年９月２７日の大噴火によって多くの犠牲者が

出たことは皆様方の記憶に新しい事と思います。

今も数名の方が行方不明とのことです。私も１０年

ほど前に登頂しましたが、その時は天候がすこぶる

悪く登山最初から雨で、山頂付近はガスの中で何

も見えませんでした。今回はと意気込んで計画した

のですが、前日まではほとんど雨が降らなかったの

ですが、万悪く前日の夕方から雷を伴う嵐で、いや

だなあと思っておりましたが、登山当日の８／１は

朝から嘘のように晴れました。今年はコロナのワク

チンを打って少し体調を２日ほど崩しましたので、安

全を考えて７合目までのロープウェイを使う事にし

ました。

それでも残りは単体峰にありがちな急登続きで、か

なりの体力を奪われました。山頂は噴火の傷跡も

生々しく、穴の開いた山小屋の屋根やひっくりか

えった神社の灯籠、そして安全シェルターが設置さ

れておりました。山頂に着いてほっとする間もなく、

天候の急変で雷が鳴り出し、慌てて下山の途につ

きましたが、下山している間もずっと遠くで雷のゴロ

ゴロという音がしていて、ロープウェイの頂上駅に

到着した瞬間、ピカッと光り、ロープウェイが止まっ

てしまい生きた心地がしませんでした。

少し時間がたって、天候が回復して無事に下山す

ることが出来ました。

今回の登山のご褒美に、濁河（ニゴリゴ）温泉とい

う秘湯の名旅館を予約していまして、一緒に行った

仲間と素晴らしい温泉と美味しい料理を味わえたこ

とが、新型コロナも仕事も浮き世のうさも忘れること

が出来た楽しい３日間でした。 7/29 8/5 8/12

HC出席 31(3)名 28(3)名 休会

MU出席 2(0)名 3(0)名

修正出席率 67.35％ 63.27％

先週（8/19）の出席者数：27名（3）

8/19出席率：55.10%

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数
会員：59名（免除13名）

出席報告 8月19日

２０２１〜２０２２年度 国際ロータリー第２６６０地区
秋のＲＹＬＡセミナー・実施要項

１．研修日程 ２０２１年１０月３０日（土）３１日（日）
１１月３日（水祝）
１日目 １０時３０分開会 ２０時終了

予定（受付開始は１０時）
２日目 １０時開始 ２１時終了予定
３日目 １０時開始 １８時閉会予定

３日間全行程の受講が必須です。なお、宿泊の準
備はございません。
各日共に現地集合・現地解散です。
２．テーマ 自分の宝は自分で磨く！〜違いを

受け入れ、強みを伸ばす〜
３．主催者 ガバナー 吉川秀隆
４．主管 摂津ロータリークラブ

（ホストクラブ）
５．担当 ＲＹＬＡ委員会
６．研修場所 アットビジネスセンターPREMIUM

新大阪 ９０５号室
大阪府大阪市淀川区西中島５丁目１４−１０ 新大阪
トヨタビル９階
https://abc-
kaigishitsu.com/osaka/shinosaka/access.html
施設に駐車場がございません。近隣コインパーキ
ングをご利用ください。
７．参加対象 地区内各ロータリークラブの推薦
による１８歳から３０歳までの一般男女、
およびローターアクト、財団奨学生、米山奨学生、
及び、ＲＯＴＥＸ・交換留学生などのロータリーファミ
リー（セミナーは全て日本語で行われます）
８．定員 ５０名 ※最小遂行人数２０名
９．研修内容 座学・ワークショップとグループワ

ークを織り込んだ内容
◎申し込みは事務局まで


