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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

疾病予防と治療月間

■ 本日の卓話

「ＩＭ第4組ロータリーデーについて」

ＩＭＲＤ実行委員長 大橋 秀典 君

■ 今日の歌 「日も風も星も」

ピアノ 岩島 佳子 先生

■ 例会前 第7回ＩＭＲＤ実行委員会

■ 12月16日（木）

卓話 「ロータリー雑感」

岡田 耕治 君

先週の金曜日に地区大会に行って参りました、２年ぶりの地区大会と成りましたが会場に来られる会員さ

ん達はやはり少なくすこし寂しい感じが致しました。開会点鐘に始まり、国歌・ロータリーソング・来賓紹介と

いつもながらのプログラムを消化し休憩時間と成り殆どの人が会場を去って行かれ後半からは約３分の1ぐ

らいの人数と成りました。後半の特別講演では大阪商工会議所会頭の尾崎裕さんが２０２５年に開催され

る大阪・関西万博の話をされました。世界がコロナ禍を乗り越えた後に、『いのち輝く未来社会のデザイン』を

テーマに開催される大阪・関西万博、その現状と万博を通じて実現しようとしている「未来」について熱くお話

されました。ふと私が小学校５年生頃だと思いますが、大阪万博へ学校の遠足でつれて行ってもらい初めて

乗ったモノレールとアメリカ館の月の石を見る為に長時間並んで時間が無くなり諦めた事を思い出しました。

後日両親と親戚に連れられて行った時にアメリカ館に入ることが出来てロケットには興味がわきましたが、幼

心に月の石は何か石炭見たいな感じで長時間並んで疲れたことを思いだしました。さて今週の日曜日はクリ

スマス家族会です、これも又２年ぶりの開催と成り久しぶりに会員様の御家族とお会い出来ると楽しみにして

居ります。会員皆様の参加を宜しくお願い致します。



委員会報告

幹事就任挨拶

古川幹事幹事報告

◎ロータリー財団奨学委員会 芳田委員長

この度、川口会員にマルチプル７回目にご協力い

ただきました。有難うございました。12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。

◎米山奨学委員会 石田委員長

この度、川口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。

第1班リーダー 城戸総一郎

サブリーダー（代行） 中西 徹

第5班リーダー 岡田 耕治

サブリーダー 小畑 治彦

日 時： 2021年12月2日（木）ＰＭ18：30～20：30

場 所： オ・セイリュウ

参加者： 山村 安徳 水上 雅博 大橋 秀典

藤本 良男 杉林加一朗井上 家昌

広田 甫 藤本 良男 河村 幸司

古川 靖明 岡田 耕治 城戸総一郎

中西 徹

2021年12月2日 オ・セイリュウでは開会前より参加

された皆様の話が盛り上がり、久し振りの集いに意

気揚々とされていました。

18時半 定刻通り城戸リーダーの開会宣言の後、

米山学友会（関西）学友・奨学生交
流会に参加してきました。

≪これからの予定≫
【1】 本日例会前、第7回ＩＭＲＤ実行委員会
【2】 12/10（金）ＩＭ第4組会長懇談会／ＺＯＯＭ

（河村会長、大橋IMRD実行委員長出席）
【3】 12/12（日）移動例会・クリスマス家族会

於：シェラトン都ホテル大阪
【4】 第2回ＩＭＲＤコンテンツ委員会16：00～18：00
【5】 12/14（火）衛星クラブ例会19：00～
【6】 12/16（木）例会後、年次総会・第1回よろず

相談室実行委員会13：40～
＜連絡事項＞
【1】 12/12（日）はシェラトン都ホテル大阪に於きま

して、移動例会とクリスマス家族会です。例会
は17：00～3Ｆ春日の間にて、クリスマス家族
会は18：00～4Ｆ大和の間にて行います。
よろしくお願い致します。

【2】 12/16（木）例会後、年次総会を行います。
今年最後の例会となりますので、多数ご出席
下さいますようお願いいたします。

【3】 初例会及び新年会は1/6（木）18：00よりオ・
セイリュウにて行います。多数のご参加よろし
くお願い致します。

第1回ＩＭ（情報集会）第1班・第5班合同 報告

11/11 11/18 11/25

HC出席 27(4）名 32(4）名 27(3）名

MU出席 7(1)名 4(0)名 5(0)名

修正出席率 66.67％ 72.00％ 65.31％

先週（12/2）の出席者数：28名（3）

12/2出席率：57.14%

※（ ）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 12月2日岡田リーダーの開会挨拶、河村会長の乾杯で始ま

り、衛星クラブの杉林さんと藤本さん、その後、井上

さん、山村さん、広田さん、大橋さん、岡田リーダー、

藤本さん、古川幹事、河村会長、城戸リーダー、水

上さん、中西の順番で情報が発信されました。

内容はロータリーに関わることだけでなく、仕事上

のことや家庭でのこと、最近の嬉しい出来事、悲し

い出来事に加え、特に今までの国際大会の情報は

大いに盛り上がり、過去の逸話がたくさん出てきま

した。きっと外国という非日常の環境下で起きた事

件への思いと記憶は鮮明に残るのでありましょう。

そうこうしている内にあっという間の2時間が過ぎま

した。

社会全体が現在不透明な状況下でも切磋琢磨し、

努力を惜しむことなく前進していけるのは幅広い交

流ができるロータリーの活動がその一翼を担ってい

るのだと実感出来た時間でありました。

ロータリーの歴史は今まで脈々と引き継がれており、

親と子の縁やご近所付き合いの縁、またロータリー

の活動の中での縁を今後も広げていくことで新たな

仲間を得、ロータリーの未来の歴史を刻んでいく礎

となり、更なる発展となるのだと皆で再認識いたし

ました。

石田米山奨学委員長

１２月４日（土）の午後６時から、中之島のアール・リ

バーサイドグリル＆ビアガーデンにおきまして、今

年度初めてリアルで開催されました米山学友会（関

西）学友・奨学生交流会にカウンセラーの北川会員、

フューチャー衛星クラブの佐藤会員と石田の３名で

参加してきました。

当初３０名ぐらいで開催の予定とのことでしたが、米

山学友・奨学生の皆さんがリアルで親交を深めた

いとの事で、総勢７５名もの参加になり、新型コロナ

の感染にも配慮して、少し寒かったですが風通しの

良いビアガーデンにての開催になったとのことです。

米山奨学生学友会（関西）の閔スラ会長のご挨拶

から始まり、米山奨学会理事の山本パストガバ

ナーの祝詞に引き続き、泉パストガバナーの乾杯

の後、学友や奨学生のメッセージやパフォーマンス

が有りました。その後ビンゴゲーム、１０００円程度

のクリスマスプレゼントを持ち寄っての交換会など、

当クラブでお世話をしておりますズオン・ニアット リ

ンさんも当日の飾り付けのお手伝いやパフォーマン

スで歌を披露するなど積極的に参加をして、他の奨

学生や学友の皆さんと交流をしていました。とても

楽しい交流会でした。




