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国際ロータリー会長
シャカール・メータ

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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来週の例会

地域社会の経済発展月間 /米山月間

■ 本日の卓話

「米山奨学会について」

石田 肇 君

米山奨学生 ズオン ニァット リン さん

■ 今日の歌 「君が代」「四つのテスト」

■ 10月14日（木）休会

■ 10月21日（木）

本日は緊急事態も解けて久しぶりの対面での通常例会です。久しぶりに皆さんの顔を見られて嬉しく思い

ます。先月９月には会長就任後初めてのメインイベントと成るガバナー訪問もZoomにて無事に行われ、クラ

ブ初のZoom訪問だけに色々と段取りして頂いた戸田さん他スタッフの皆さんに深く感謝致します。さて１０月

は『経済と地域社会の発展月間/米山月間』であります。クラブ単位で出来る事は限られているかも知れませ

んが、それぞれの月間イベント等に付いては地区事務所の情報に基づいて各委員会委員長寄りの御案内・

情報によく耳を傾けて協力していかねば成らないと考えて居ります。

すでに８月の『会員増強・新クラブ結成推進月間』においては、城戸委員長が新規会員様を今月の入会と成

るように御努力されました。まだまだ先の見えないコロナ禍の状況ですが出来るだけ多くの可能性の有る知

り合い、友人の皆様を御紹介下さる事を御願い致します。また本日卓話にて石田米山奨学委員長もお話が

有ると思いますが、米山奨学会への寄付金も皆様のお力添えを宜しく御願い申し上げます。



俳句同好会輪の会便り 天野 正亮

田原 さおり

委員会報告
タイとのグローバルグラント

医療機器 寄贈 セレモニー報告

一口情報 井上 家昌

昨年初頭から始まった新型コロナウィルスの影響

によりクラブの例会や様々な会合が影響を受けまし

たが、俳句同好会におきましては場所の設定、

ズームによる句会等いろいろな工夫をしながら、一

度の中断もなく続けてまいりました。

緊急事態宣言が明けて、少しは解放された気持ち

ですが、自然は人間の営みとは関係なく移り変わっ

ていきます。

私のお寺では彼岸花が終わりをつげ、しゅうめいぎ

くが盛りを迎え、つわぶきの花がもっこりと頭を上げ

始めました。俳句は自然に感動し、耳では聞こえな

い音を聞き、作者の心を短い言葉で表現するものと

思いますが、私なんかはどうしても独覚に陥ってし

まいます。共感をえることに視点を変えることのむ

つかしさをいつも感じています。

出席報告 9月30日

９月２２日(水)、日本時間の午後３時より、ZOOMに

て今年度のタイ国との合同プロジェクト寄贈式に参

加しました。河村会長、大橋ＰＰ、戸田会員、田原の

４人が参加しました。河村会長と大橋ＰＰが英語で

スピーチをされました。スクリーン越しですが、見

知った顔も多く、アットホームな雰囲気の式典でした。

この模様はZOOMだけでなく、Facebook Liveでも

配信されました。「海外の人々と、オンラインで繋が

る」、とても素晴らしいことだと思います。ですが来

年こそは対面でヤンナワＲＣの皆さんにお会いした

り、式典に参加したいと思いました。

後からヤンナワＲＣのスピンさんが写真を沢山送っ

て下さいました。サイノイ病院の方々の笑顔がとて

も印象的です。

≪これからの予定≫

【1】 本日例会後、10月度定例理事会

【2】 10/12（火）衛星クラブ例会 19：00～

【3】 10/14（木）休会

【4】 10/17（日）2021学年度米山奨学事業「オン

ラインご挨拶会」（北川カウンセラー、ズオン

ニァット リンさん出席）

＜連絡事項＞

【1】 本日、例会後に10月度定例理事会を開催致

します。こちらの会場で引き続き開催いたし

ますので理事の方はよろしくお願い致します。

【2】 10月21日（木）は友人紹介例会（夜間）を予

定しておりましたが、皆様の健康と安全を鑑み

お昼の例会への変更を検討しております。

本日の理事会にて決定いたしますので、改

めてご連絡申し上げます。

幹事就任挨拶
古川幹事幹事報告

先週（9/30）の出席者数：28名（2）

9/30出席率：58.33%

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数
会員：59名（免除13名）

9/9 9/16 9/23

HC出席 26(2)名 30(3)名 休会

MU出席 5(0)名 0(0)名

修正出席率 64.58％ 61.22％

・インターシティ・ミーティング、ロータリーデー（ＩＭＲ

Ｄ）について

この９月３０日のクラブ週報に「２０２１－２２年度

IMRD実行委員会構成が掲載されました。

早速、基本となる「インターシティミーティング（IM）」

についてご照会がありましたので、少し分かりやす

く簡単にご説明させていただきます。

１．まず「IMRD」は「INTERCITY  MEETING

ROTARY  DAY」の略称です。

２．そして実は「IM」については、２通りあります。

①クラブ内で、よく使われる「IM」は、インフォーマル

ミーティング「INFORMAL MEETING」（以前は

「IMFORMED GROUP MEETING」）と言われ、過去

から日本語訳としては「炉辺会合」「家庭集会」そし

て「情報集会」と変遷があり、現在に至ってます。も

ともと新入会員へのロータリー情報の提供をするた

め始められましたが、会員宅を持回りして、少人数

で開く非公式な懇談会でありました。現在ではクラ

ブ会員のロータリー歴や年齢等にかかわらず、出

来るだけ会員同士の交流が深まる様配慮して、クラ

ブ内４～５班に振り分けて、レストラン、飲食店で

行っています。議題はロータリーに限定されず、

アットホームな雰囲気の中での会合です。

②一方、今回の地区内で使われる「IM」は「インター

シティミーティング」 （INTERCITY  MEETING）と言

われ、日本語は「都市連合会」と言われ,

ガバナー補佐の指導の下、都市間あるいは都市内

の多くのロータリアンが一堂に会して,ロータリー情

報を学び,親睦を図っています。

2021年9月 ＥＲ輪の会俳句 自薦句

子カマキリ虚勢張れども風に負け 迫谷 太

銀色の絵の具がうれし秋刀魚描く 木原トモ子

転た寝の手枕いつか蚯蚓鳴く 田中 邦夫

廃線に彩り添える彼岸花 溝畑 正信

夕花野逝きし人みなふりむかず 溝畑 洋子

思ひつくままに書きとめ池の月 島 侑才

老ひてなほ騒ぐ心や秋祭り 山村 安徳

朝夕の顔を撫でたる風の色 古川 晴明

松島や秋を彩る箪笥かな 井戸田精一

束ねずば風に遊ばる乱れ萩 天野 春正

２０１５年―１６年年度よりはこの「インターシティ

ミーティング（ＩＭ）」はその名称が「ＩＭロータリー

デー（ＩＭＲＤ）に改称され現在に至っています。

３．当地区（第２６６０地区）には、ＩＭとしては６つの

組があり、当クラブはその中の第４組に属していま

す。クラブ数は１３です。

４．今回この第４組において、当クラブが、ホストク

ラブとして「ＩＭロータリーデー」を開催する準備をす

ることになりました。来年２月１９日（土）の予定です。

そこで９月３０日の週報にクラブ内実行委員会を構

成して、会員の皆様にご参加、ご協力をお願いして

います。


