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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

ロータリー財団月間

■ 本日の卓話

「世界の薬剤師」

山岡 信也 君

■ 今日の歌 「われらがロータリー」

ピアノ 岩島 佳子 先生

■ 例会後 第5回ＩＭＲＤ実行委員会

■ 11月25日（木）

「最近思うこと」

滝川 晃 君

今週からIM(情報集会)が始まりました。コロナ禍の規制で本来ならば１０月から開始のはずが１１月に成っ

てしまい日程がハードですが、皆さん是非共参加して頂きますよう宜しく御願い致します。また今回から衛星

クラブの方々も参加と成って居りますので親睦を深めて下さい。段々秋も深まり朝晩の気温差が体に染み渡

りますが健康には十分注意しお体をご自愛下さい。先般の会長幹事会の時大阪南RCの幹事さんが週に２回

ぐらい会長・幹事と会員さんと食事会に行くんですよと話をされてまして、それは良いことですねと思い、先週

ですが若手会員と食事会を行いました、会社の事とか仕事の事とかゴルフの話と色んな話をし普段の例会で

は中々そんなこと迄話さない事まで話し出来てとても有意義な時間を過ごせましたコロナ禍で外に出て食事

をする機会が無かった為、久しぶりの食事会でした。これからは幹事と話をして色んな会員さんと食事会に出

向きたいと思います。まずは例会に出席して居ない会員さんをピックアップして誘いたいと思います。例会に

長い間出席しないと行くのが億劫になりもうええかとなってしまい、いずれは退会と成りがちだと思います。私

も数年前にスポーツジムの会費とロッカー費を１年半ぐらい行かないのに支払っていて結局退会した経験が

あります。新規入会者が難しい中、まずは退会防止の為良い活動だと思い実行にうつしたいと思います。



井上 家昌

委員会報告

本日のお祝い一 口 情 報

出席報告 11月11日

≪これからの予定≫

【1】 本日例会後、第5回ＩＭＲＤ実行委員会

【2】 11/19（金）第1回ＩＭ情報集会第2班・第4班

18：30～ 於：オ・セイリュウ

【3】 11/23（祝・火）衛星クラブ例会 休会

【4】 11/29（月）国際奉仕活動推進のための情報

交換会（滝川国際奉仕委員長出席）

＜連絡事項＞

【1】 本日例会後、事務局にて第5回ＩＭＲＤ実行委

員会を開催いたします。

幹事就任挨拶
古川幹事幹事報告

先週（11/11）の出席者数：27名（3）

11/11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）

10/21 10/28 11/4

HC出席 36(4)名 29(2)名 35(4)名

MU出席 0(0)名 4(0)名 1(0)名

修正出席率 72.00％ 68.75％ 72.00％

◎ロータリー財団奨学委員会 芳田委員長

この度、天野会員がマルチプル4回目をお引き受け

下さいました。また、表会員、奥林会員、芳田会員、

山村会員、大橋会員、田原会員にご協力いただき

ました。有難うございました。11月のロータリーレー

トは114円です。引き続き皆様のご協力をよろしくお

願い致します。

１．地区の「卓話銀行」の利用について

地区吉川Gから本年度卓話銀行についてご案内（８

月２５日付）がありましたので要約してお知らせしま

す。

１）卓話銀行登録講師について

講師名簿については、当クラブ事務局にあります。

講師は（１）一般講師（２）ロータリアン講師の２つあ

ります。

２）卓話の依頼の方法

卓話担当のロータリアンから直接卓話講師に依頼

します。

３）卓話のテーマについて

１）の名簿に簡単な職業、テーマまたは分野、略歴

等を見て、参考にして講師の方とお話合いの上、お

決め下さい。

４）謝礼

①「一般講師の方」は原則として３万円

②「ロータリアン講師」の方は原則として１万円

５）卓話終了後、「卓話銀行利用報告」をガバナー

事務所に提出して下さい。（卓話担当ロータリアン

からです。フォームは事務局にあります。）

６）卓話依頼者は希望日の一カ月以上前にして下さ

い。

＜当クラブの費用負担の取決め＞

１）当クラブのロータリアンが、自分の卓話に当って

いて、地区「卓話銀行」を利用する場合は、あくまで

当っているロータリアンの個人負担となります。

①ロータリアン講師の場合１万円（一般講師は３万

円）

②講師の食事負担（メークアップフィ）３０００円

③交通費等は個人の判断です。

２）当クラブの講師として直接お願いする場合は、

当然クラブの負担となります。

２．RIと政治について

ロータリーは世界中の会員は様々な政治的見解を

持つ個人であるため、RIは政治的主題に関してい

かなる団体として、意見の表明は行わない

（ロータリー章典26,040）

2021-2022国際ロータリー第2660地区
地区大会

日 時：2021年12月3日（金）

会 場：大阪国際会議場

プログラム

13：00 開会

13：10-14：20 式典第一部

14：25-14：55 式典第二部

15：00 特別講演

「2025年大阪・関西万博—万博で何を・どう

変える？」

大阪商工会議所 会頭 尾崎 裕 氏

16：40 特別コンサート “弦楽器の調べ”

大阪交響楽団

17：20 閉会

※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。

※ご家族も是非ご参加下さい。ご家族の登録料は

不要です。ご家族が参加される場合は、事務局

までお知らせ下さい。

※当日の受付は、ＩＭ各組ごとに12時30分から開始

です。

本日のお祝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。）

◎2021年11月1日（月）

Ⅰ．承認事項

１．事務所Wi-Fi不具合による通信障害改善のため、

イーサネットコンバータ（有線LANと無線LANの相互

交換・中継装置）を購入・設置する件

※現在ある事務局内のネットワーク県境の上流に

Wi-Fiの中継器（イーサネットコンバータ）を追加。

事務局内のネットワークセキュリティを保ったまま

ホテルセイリュウのWi-Fi環境を利用することが可

能。

→承認

◎2021年11月11日（木）

Ⅰ．承認事項

１．親睦活動委員会より提出されたクリスマス家族

会の予算案・内容についての件

※2021年12月12日（日）シェラトン都ホテル大阪に

て開催（例会ならびに家族会）

※会費：会員￥15,000

ご家族会費（大人・中・高校生） ￥15,000、

幼児￥5,000

→承認


