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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

「人生の定年を迎えて」

島 顕侑 君

■ 今日の歌 「われら日本のロータリアン」

ピアノ 岩島 佳子 先生

■ 例会後 第3回ＩＭＲＤ実行委員会

■ 11月4日（木）

卓話 「ロータリー財団について」

芳田 至弘 君

■ 例会後 11月度定例理事会

私が会長に就任し早いもので４ヶ月が過ぎようとして居ります。後２ヶ月余りで年越しと成り、年末迄には藤

本会長エレクトと田原副幹事は理事選出に御苦労される時期に成りました。皆様の御協力を宜しくお願い致

します。

１０月２２日に枚岡交通安全協会にて大阪府警本部長より表彰状を頂きました。東大阪東ロータリークラブ

が交通安全活動を積極的に推進し交通事故防止に尽くした事に対しての功績での表彰状と記念品を頂きま

した。こういった名誉有る表彰状は私が約２０年前自治会長の時に頂いた時以来で大変有りがたいと思う反

面去年私は３月に免停を受けて居たので大変恐縮な思いとで複雑でありました。またその日夕方５時３０分

からシェラトン都ホテルにてIM４組の会長幹事会が本年度初めてのリアルでの会議が有りました、吉川ガバ

ナー・大谷ガバナー補佐ほか各会長・幹事と初めてリアルで対面し、皆さんが私の事をZoomとは感じが違い

ますねとおっしゃって居りました。どんなふうに見えていたのかそれ以上は聞かなかったですけれど、会議が

始まり皆さんの挨拶も終わり大橋パスト会長がIM第４組ロータリーデーの素案の話も、質疑も無く無事終わり、

最後に集合写真を撮り無事終了致しました。その後は久しぶりに南のネオン街へ副幹事の田原さんと消えて

いき有意義な食事とカラオケを楽しみました。ただ次の日朝早くからゴルフでしたのでチョット２日酔いでコン

ペに行きましたが何と二日酔いが良かったのかメンバーに恵まれたのか、優勝してしまい皆から２日酔いや

のにおかしいやろと言われましたが向かい酒が良かったようで体が良く動き成績が良かった見たいです。１２

月には忘年会コンペを親睦活動委員会が企画して居りますので皆さんの参加を宜しくお願い致します。



委員会報告

新 入 会 員 紹 介

出席報告 10月21日

≪これからの予定≫

【1】 本日例会後、第3回ＩＭＲＤ実行委員会

【2】 11/4（木）例会後、11月度定例理事会

【3】 11/9（火）衛星クラブ例会 19：00～

＜連絡事項＞

【1】 本日、例会前に第1回指名委員会を開催い

たしました。

【2】 地区大会のご出欠を本日中に受付の出欠

表にご記入下さいますようお願いいたします。

地区大会は、12月3日（金）に大阪国際会議

場5Ｆメインホールで開催されます。現地参加

に不安を感じられる方には、オンライン配信

（コンサートは除く）も予定されております。

皆様、多数のご参加よろしくお願い致します。

【3】 10/26付けにて国際大会のアンケートをお送

りしております。地区への報告がございます

ので、至急事務局までご回答のほどよろしく

お願い致します。

幹事就任挨拶
古川幹事幹事報告

先週（10/21）の出席者数：36名（4）
ビジター1名：大阪アーバンロータリークラブ

溝畑 正信 様

10/21出席率：72.00%

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数
会員：59名（免除13名）

9/30 10/7 10/14

HC出席 28(1)名 33(3)名 休会

MU出席 0(0)名 0(0)名

修正出席率 59.57％ 67.35％

◎ロータリー財団委員会 芳田委員長

この度、島会員ならびに藤本会員にポール・ハリ

ス・ソサエティーご協力いただきました。有難うござ

いました。10月のロータリーレートは112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。

◎米山奨学委員会 石田委員長

この度、表会員にマルチプル8回目を、岡田会員に

マルチプル2回目にご協力をいただきました。また

芳田会員、吉川会員、須﨑会員、天野会員、古川

会員、島会員、井上会員、戸田会員、山岡会員に

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。

❔ 米山功労者表彰は10万円刻みですが、寄付

も10万円からですか？

－米山功労者表彰制度は10万円刻みですが、ご

寄付の金額はおいくらからでも結構です。なお、

特別寄付金についての確定申告用の領収証は

自動的に発行されます。

◎浅田 靖弘会員 昭和45年4月13日生

入会年月日 2021年10月21日

職業分類 建築資材卸業

事 業 所 築山建材株式会社

取締役副社長

〒579-8001

東大阪市善根寺町5-6-10

ＴＥＬ：072-981-3303

ＦＡＸ：072-984-4404

自宅住所 〒579-8001

東大阪市善根寺町2-3-45

ＴＥＬ＆ＦＡＸ：072-987-8800

米山寄付金Ｑ＆Ａ

❔ 達成クラブの表彰の対象は何ですが？

－普通寄付金・特別寄付金の合計金額が1千万円

毎に達したクラブを年度末で締め切り、次年度

地区大会にて表彰されます。

❔ なぜ普通寄付金をするのですか？

－毎年寄付額が変動する特別寄付だけでは、留

学生への奨学生給付という公益事業の安定的

・継続的な財源とはなりません。そのため安定

財源としてクラブより普通寄付を送金しておりま

す。

因みに、当クラブはお一人5,000円をクラブ会費

より送金しています。

❔ 特別寄付金とは？

－個人・法人またはロータリークラブから普通寄

付金以外に任意でいただく寄付です。金額の

下限もございません。また、会員以外の方の寄

付もお受けしており、会員の方と同様に税制上

の優遇措置も受けられます。また、2012年度1月

以降の寄付金から、「税制控除」も適用可能とな

り「所得控除」と選択可能になりました。

❔ 確定申告用書類（領収証）はいつ頃送られて

きますでしょうか？

－普通寄付金の確定申告用領収証は依頼のあ

ったクラブのみ、1月～11月分までをまとめて

クラブに送付されます。（1月下旬～2月上旬）


