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国際ロータリー会長
シェカール・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

職業奉仕月間

■ 本日の卓話

「 私のロータリー 」

山村 安徳 君

■ 今日の歌 「我等の生業」

ピアノ 岩島 佳子 先生

■ 例会後 大谷ガバナー補佐を迎えての

第4回クラブ協議会

■ 1月27日（木）

卓話 「ロータリー活動を振り返って」

大橋 秀典 君

本日は大谷ガバナー補佐、伴井ガバナー補佐エレクトをお迎えしての例会です。コロナ禍の中こうして来場

頂きましてありがたく思います。昨日の大阪の感染人数は2549人と急激に増えているコロナ(オミクロン株)こ

うしてリアルで例会が出来るのはいつまでなのか非常に心配ですが、蔓延防止措置が発令されればまた

バーチャルZOOMでの例会と成ります、その時は事前に事務局より連絡をさせて頂きます。年度も後半と成り

来月の19日はIM第4組のロータリーデーが開催されます。実行委員長の大橋会員以下多数の優秀なメン

バーにて構成され今まさに資料・データ作りの最終段階と成って居ります。IMRDメンバーの会員の皆さん、

本当に御苦労様です。残り後1ヶ月と期間が少ないですが宜しく御願い致します。今月後半から各クラブにIM

ロータリーデーの開催参加の御挨拶に伺う予定に成って居ります。担当される皆様宜しくお願いします。下期

は社会奉仕事業の生駒学園の奉仕活動・よろず相談室・東大阪市教育委員会への奉仕活動そして国際奉

仕活動としてカンボジア・アツ小学校の外構フェンスの補修事業などまだまだ事業として行わなければならな

いことが有りますが会員皆さんの御協力がなければ達成出来ませんので御協力の程、宜しく御願い致します。

また例会の後大谷ガバナー補佐・伴井ガバナー補佐エレクトを迎えての第4回クラブ協議会が開催されます、

前回はバーチャルでの開催でしたが今回はリアルでの開催と成りますので、出席の程宜しくお願いします。

例会日：2022年1月20日
(令和4年1月20日）



IMRD実行委員長 大橋 秀典

幹事就任挨拶

古川幹事幹事報告

ＩＭＲＤバーチャル海外交流
日新高校修了証書授与式

≪これからの予定≫

【1】 本日例会後、大谷ガバナー補佐を迎えての

第4回クラブ協議会

【2】 1/25（火）衛星クラブ例会 19：00～

【3】 1/29（土）2022-23年度のための地区ロータ

リー財団補助金管理セミナー（藤本会長エレ

クト、一由次年度ロータリー財団委員長出席）

≪連絡事項≫

【1】 本日例会後、大谷ガバナー補佐、伴井ガバ

ナー補佐エレクトを迎えての第4回クラブ協

議会を開催いたします。13：40より3Ｆ斑鳩の

間にて開催いたしますので、例会終了後、

速やかに3Ｆの会場に移動をお願いいたします。

【2】 1/11付けにて、下期の会費及び諸経費の

請求書をお送りしております。未納の方は、

1月末までにお振込みをお願いいたします。

何卒ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

【3】 2/19（土）ＩＭＲＤの例会は、13：00よりホテル

セイリュウ2Ｆ瑞穂の間で開催いたします。

お食事もご用意いたしますので多数のご参

加をよろしくお願い致します。

12/23 12/30 1/6

HC出席 休会 休会 36(5）名

MU出席 1(0)名

修正出席率 74.00％

先週（1/13）の出席者数：28名（2）
内1名ＺＯＯＭ出席

1/13出席率：59.57％

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数
会員：57名（免除12名）

出席報告 1月13日

皆様、こんにちは。

去る1月14日に日進高校に於いて、バーチャル海外

交流の終了証書授与式を行いました。

参加メンバーは当クラブからは、河村会長、古川幹

事、吉崎会員、戸田会員、田原会員、大橋が参加し

ました。

日新高校は各生徒と校長先生と担当の岩崎先生

が参加されました。

まず最初に私が実行委員長としての挨拶を行い、

後に河村会長より、各生徒に一人ずつ終了証書を

手渡しました。

タイチームもカンボジアチームも、今回の事が良い

思い出になり、コロナ禍でも海外と触れ合えることを

実感してもらい、皆がそれぞれ、タイとカンボジアに

行ってみたいと答えてくれました。

また、もし彼女達が来たら一緒にUSJで遊びたいと

も言ってくれました。

最初は英語に戸惑い、たどたどしかった彼女達でし

たが、最後は本当に楽しんでもらえて、良い経験に

なったと思います。

最後に校長先生からご挨拶を頂き、「皆が日新高

校の生徒で良かったね。」と生徒に語り掛けていた

のが、印象的でした。

このシーンも撮影しましたので、上手く編集して当

日に備えたいと思います。

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

職業：金剛スレート（株）

代表取締役

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）


