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会長 藤本 良男

「親睦、多様性、公平性、奉仕、
リーダーシップを共に考えよう」

来週の例会

■ 9月8日（木）

宮里 唯子ガバナー公式訪問

卓話「2022-23 ＲＩおよび地区方針」

国際ロータリー第2660地区

ガバナー 宮里 唯子 様

例会日：2022年9月1日
(令和4年9月1日）

■ 本日の卓話

「自己紹介」

西村 智子 様

■ 今日の歌 「君が代」「四つのテスト」

ピアノ 岩島 佳子 先生

■ 例会前 第2回東輪会実行委員会

例会後 9月度定例理事会

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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9月1日はあの悲惨な関東大震災があった日であり、本日を防災の日と設けられました。私の時代では学校

で防災訓練があった日です。頭に座布団をかぶり校庭に全員が集合し、下級生から順番に下校した日でも

ありました。9月1日前後は、二百十日とその後は二百十日にあたり、台風がよく到達する日でもありました。

本日は防災の日、防災用品点検の日、宝塚歌劇団レビュー記念日です。.

先週の例会に伴井ガバナー補佐と横田ガバナー補佐エレクトをお迎えして第3回クラブ協議会が開かれま

した。出席の各委員長、各委員の皆様はご苦労様でした。各委員会の委員長がクラブ活動計画書を発表さ

れて、今後の一年間の行動の指標となることと思います。また、協議会で２、３点、ガバナー補佐から指摘を

受けましたので報告致します。

①今年度は特にポリオ根絶をすべきであるとポリオデーを10月24日に設けております。ポリオの寄附金は

50ドル以上を目標とします。再度ご協力を宜しくお願い致します。

②ロータリーのロゴマークが変更されていますので徹底してほしいとのことです。今後できる限りの変更の

努力をする予定です。まずは襟章のロゴの変更です。Rotaryとマークの新しい襟章を9月度から切り替

えて取付けてください。既に支給されていると思います

③マイロータリーの登録、現在は58.6%です。4１名です。会員の80％以上の登録を目指すように推進したい

と思います。以上が指摘された点です。今後ともご協力を宜しくお願い致します。

今日の一言、

一人見る夢は、それは夢に過ぎない。

しかし、みんな見る夢は現実となる。

基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間



島 顕侑会員コラム

委員会報告

太 峰々を繋ぎ繋ぎて天の川

洋子 けさ秋や白き木綿に鋏入れ

侑才 来し方や綴りて余る夜長かな

安徳 光背を彫りて一息ちちろ虫

靖明 秋暑し首から取れぬタオルかな

精一 夕暮れや蜩を聞き湯に浸かる

とも子 純白の雲あらはれて処暑の丘

春正 板塀の節穴むこう秋涼し

正信 水打って道行く人と立ち話

幹事就任挨拶 田原幹事幹事報告

出席報告 8月25日

≪これからの予定≫

【1】 本日例会前、第2回東輪会実行委員会、例

会後、9月度定例理事会

【2】 9/3（土）地区ロータリー財団セミナー

（藤本会長、一由Ｒ財団委員長出席）

【3】 9/8（木）宮里ガバナー公式訪問

【4】 9/13（火）衛星クラブ例会 19：00～

≪連絡事項≫

【1】 本日例会後、瑞穂の間Ｂにて9月度定例理

事会を開催致しますので、理事の方はよろし

くお願い致します。

【2】 次週9月8日はガバナー公式訪問です。

多数のご参加よろしくお願い致します。

8/4 8/11 8/18

HC出席 33(2）名 休会 31(4）名

MU出席 2(1)名 7(1)名

修正出席率 76.09％ 79.17％

先週（8/25）の出席者数：24名（2）
内 ＺＯＯＭ出席1名

ビジター2名：ＩＭ第4組ガバナー補佐
伴井 敬史 様
ＩＭ第4組ガバナー補佐エレクト
横田 孝久 様

8/25 出席率：53.33％

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数
会員：56名（免除13名）伴井ガバナー補佐を迎えてのクラブ協議会

◎米山奨学委員会 表 委員長

この度、広田会員にマルチプル8回目にご協力をい

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。

◎ロータリー財団委員会 一由委員長

この度、広田会員にご協力いただきました。有難う

ございました。9月のロータリーレートは133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。

俳句同好会輪の会便り 迫谷 聡太

私が、ロータリー入会直後から参加させて頂いて

いる俳句同好会の活動について紹介します。

コロナ禍以前は、島さんのマンションにて開催さ

れていた句会ですが、ソーシャルディスタンス確

保の観点から、緊急事態宣言中のＺＯＯＭ開催を

経て、現在は主に瓢箪山駅近くの神田会館会議

室にて開催されています。

句会の大まかな流れについて、お話します。

まず、季題（季語）を２つ、無季題（季節に関係

のない言葉）を１つ決め、句会開催の1週間前ま

でに参加者は６句作成し、出句します。

開催日までに出句された句のリストがメール送

信されますので、参加者は出句者が隠された状

態で（句会日までは匿名となっています）、並選句

を５句、特選句を１句選句し、当日の句会に臨み

ます。

句会日は、６時前後に集まり、食事をしながら近

況等について話し、食事が一段落したころから、

司会者から指名された順に、各々の選句を発表し

ます。

参加者全員の選句発表が終わると多選句順に

選者の選句理由・選評を述べ、それが終わると出

句者が名乗り、どのような思いで句を作ったのか

について述べることになります。選句された句全

てについて検討が終わると、今度はそれぞれが

出句した自分の句の中から自薦句を選び、発表

します。

ここで面白いのは、多選句と自薦句とが必ずし

も一致しないことです。

参加者が、それぞれのバックグラウンドを持ち、

出句していますので、同じ句を見ても感じることが

違うということは起こりうることですし、作った方の

意図と違う受取られ方をされるということも当然起

こりうるわけです。

私は、まだまだ経験も浅く、稀に自句が多選句と

なると、それだけで舞い上がってしまい、その句を

自薦句とすることに躊躇はないのですが、先輩方

になると時には選句されなかった句を自薦句とさ

れる方もいらっしゃいますし、その句についての説

明を聞くと、なるほどと思うこともあります。

俳句というと最初はかなり敷居が高いというイ

メージがあったのですが、先輩方からはフレンド

リーに指導していただけますし、お酒も飲みなが

ら和やかな雰囲気で開催されていますので、非常

に溶け込みやすい場となっています。

いずれは先輩方のような深みのある句を作って、

ロータリーの友に掲載されることを目指し、精進す

る日々を送っています。

2022年8月 ＥＲ輪の会俳句 自薦句

８０代バンザイ

最近８０代の壁という本を買った、多分つくづく自

分自身、年齢の壁（体力）を感じていたからだと思

う。本の帯に、壁を越えたら人生で一番幸せな２０

年が待っています、 と書かれていたから 加え２

５万部突破と書かれていて、つい惹かれて買って

しまった次第。

読み始めて、要は平均寿命を超えているのだから、

好きなように好きなことをして生きなさいとのご宣

託だが、、よっしゃそれならと言うことで、１週間ほ

ど好きなように、飲みたいだけ、食べたいだけ、就

寝時間決めない、など、他にも好きなように生きる

放漫な生活？を試みたが‼ 結果案外そんなこと

はできない事がわかった 「またできる体力、環境

がともなわない」結局 慣れないことは続かないこ

ともつくづく分かった 長年の習慣は恐ろしい、今

更好きなように生きよ、と言われてもよくよく考え

れば 結局好きなように生きてきてるんじゃないか

な？ ような気がしてきた次第。

健康診断で病気を探されるとか、薬は医者の言う

通り薬を飲んではいけないなど、むしろ

７０代にかかった方が読むべき結構、参考になる

ことも多く書かれている事でも、一読をお勧めでき

る本だと思います。

さて、やはり体力、高齢化によるボケ（物が覚えら

れない、名刺を交換してもほぼ忘れる

＜手帳とメモでカバー＞）などなど、最近身内が

米寿を祝う会をしてくれた、長生きは有り難いが、

いよいよ先が見えてきたような気がして、７０代で

は考えなかったようなことが、脳裏をよぎる今日こ

の頃です。老いては子に従えと言いますが 言い

換えれば老いては、年に従えかな？

これからも、８０代の壁を越えたら、人生で一番幸

せな２０年（もう９０歳近いが）これを信じて生きて

いきまっせ 確かに好きなことができる健康な余

生は有り難い事です 感謝


