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国際ロータリー会長
ジェニファー・Ｅ・ジョーンズ

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

■ 12月11日（日）

移動例会とクリスマス家族会

於：Ｗホテル大阪

移動例会 ＰＭ18：00～ 2Ｆ ステージ

クリスマス家族会 ＰＭ18：25～

2Ｆ グレートルーム

■ 12月15日（木）

卓話「2022年 年末に思う事]

田中 哲男 君

■ 例会後 年次総会

例会日：2022年12月8日
（令和4年12月8日）

■ 本日の卓話

「大阪の長寿企業における転業の歴史と

特徴について」

～経営者の転業時における意思決定に関

する考察～

大阪経済大学大学院経営学研究科経営学専攻

大阪シティ信用金庫瓢箪山支店

支店長 石崎 輝樹 様

■ 今日の歌 「それでこそロータリー」

ピアノ 岩島 佳子 先生

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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今年も押し迫って来ました。また新しい兎年が迫って来ました。12月に入りすごく気温が下がっております。

今週の日曜日にはクリスマス家族会が開催されます。コロナ禍で今までは満足に出来なかったのですが、会

場はWホテルで今回は満足度が増すように開催いたします。多彩な催しを準備していただいておりますので

参加者に満足して頂けると幸いです。お子さんが多く参加されると思いますので、子供たちが中心になると思

います。参加の皆様当日はよろしくお願いいたします。

また、来年の国際大会の件募集中ですが、世界中にロータリアンが会する世界大会に参加を是非考えて

頂きたいと思います。世界中のロータリークラブとバナー交換するのも国際大会の醍醐味かと思います。ま

た、日本の同地区内のロータリークラブとクラブ同士との交換も醍醐味かと思います。是非とも次に我々の参

考になると思いますので是非考えて頂いて時間の許す限り参加をお願いいたします。

今日の一言

過去に

とらわれてはいけない。

そこから離れて、

何か素晴らしいことを

始めよう。

疾病予防と治療月間



幹事就任挨拶 田原幹事幹事報告

≪これからの予定≫

【1】 12/10（土）大阪南ＲＣ創立70周年記念式典・

懇親会（大橋ＧＮ、藤本会長、田原幹事出席）

【2】 12/11（日）例会・クリスマス家族会 於：Ｗホ

テル大阪

【3】 12/13（火）衛星クラブ例会 19：00～/ＺＯＯＭ

【4】 12/15（木）例会後、年次総会

【5】 12/16（金）～17日（土）地区大会

≪連絡事項≫

【1】 12/11（日）はＷホテル大阪に於きまして、移

動例会ならびにクリスマス家族会です。

17：30より例会受付、18：00～例会、18：25より

家族会です。皆様よろしくお願い致します。

【2】 12/16（金）～17（土）開催の地区大会へご参

加の方は名札が必要となりますので、必ず

ご持参下さい。名札は11/10の例会より随時

配布し、欠席の方には郵送させていただい

ております。

第1日目開会式は12：00～登録13：00～14：30

第2日目本会議は12：00～登録13：00～17：30

です。よろしくお願い致します。

「ばほばふばあ泣顔笑顔冬温し」

探し物をしていたら「十輪」が出て来た。「十輪」 と

は平成２８年発行の合同句集である。つい開けて

みた。あれから６年、メンバーは２人居なくなった。

風前の灯が１人、ご高齢で身体が不調だと気力も

失くなるようで、クラブの退会まで考えておられる様

だ。そしてその後の入会者は、常時出席が２人。あ

と数人居た筈だけど、、まあいいか。

「木枯らしや心の箍を締め直す」

先ずは自分の句。「こんなええ句創ってたんや亅

なんて感心しながら、最近どうも弛んどる。ちょっと

気合入れなあかん。まあ１５年、実質１０年間の秀

句を集めたんだからこんなもんか。って思い直した

り。

「健康は忘れることよ人の秋」

捜し物？どうでもいいや。それからは他の方の句

を。やっぱり上手いですね。先に自分の句を見て良

かった。ちょっと頭が俳句モードに成った処で、ここ

で作句。

「末枯れや忘れてならぬこと多き」

ここで捜し物に戻る。こんな日常だから、ろくな句

が出来ないし時間も足りない。判っているんだけど

今更ね、甘いね。

「屁理屈を捏ねて回して温め酒」

ロータリーの目的（旧 「ロータリーの綱領」）

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉

仕の理念を奨励し、これを育むことにある。具体的

には、次の各項を奨励することにある

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とする

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

付記：「ロータリーの目的」の4つの項目は、等しく重

要な意味を持ち、また同時に行動を起こさなければ

ならないものであるということで、RI 理事会の意見

が一致している。

俳句同好会輪の会便り 山村 安徳

出席報告 12月1日

（12/1）の出席者数：30名（2）

内ＺＯＯＭ出席1名

12/1 出席率：66.67％

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数

会員：56名（免除13名）

11/10 11/17 11/24

HC出席 30(4）名 26(3）名 29(3）名

MU出席 3(1)名 2(0)名 3(0)名

修正出席率 68.75％ 60.87％ 69.57％

ロータリーの友 2022年12月号記事紹介
（宮里地区ガバナーご紹介記事から抜粋）

広報委員会

広報・雑誌担当 井上 家昌

＜横組記事より＞

１．P4～5

[RI会長メッセージ(RI指定記事)]

“世界的疾患との闘いと希望”

ザンビアの首都ルカサ郊外でロータリーのリー

ダーたちと会った際に、私は尋ねました。「マラリ

アにかかったことのある方はいますか」。すると全

員の手が挙がりました。そのような状況でも希望

はあります。マラリアのないザンビアのための

パートナーが大規模プログラム補助金初の対象

として選ばれ、人々の命を救っています。

２．P21

[「Mr.ビーム」ノーベル物理学賞を受賞]

10月4日、ノーベル物理学賞が発表され、オースト

リア・ウィーンウエストRC会員のアントン・ツァイリ

ンガー(ニックネームがMr.ビーム)氏が選ばれまし

た。

他に受賞年順にノーベル賞を受賞したロータリア

ン14名も紹介されています。

３．P26～27

[よねやまだより] 米山から世界の町へ⑱

米山奨学生、米山学友の近況を、その故郷や、

今、暮らしている町とともに紹介するシリーズです。

今回の紹介者は「シンチャオ！(こんにちは)」ホー

チミン市工科大学准教授 タイ ヴァン ナムさん

です。

＜縦組記事より＞

４．P4～8

[SPEECH]

2022年3月19日 D2700第7グループIM講演要旨

日本医師会名誉会長 横倉義武氏「コロナ禍とワ

ンヘルス」

人間、動物、環境、この三つの健康は「ワンヘル

ス」、つながったもの、とする考え方は、医療の歴

史と共に古くから伝えられてきたもので、決して新

しい考え方、というわけではありませんが動物由

来感染症が急増する近現代の現状への対応とし

て、三つの健康をワンワールドで一つとする考え

方が、21世紀になって国際的にも改めて注目され

るようになりました。

ロータリーの綱領を分かりやすく以下に説明

2012～2013ＲＩ会長 田中 作次

１、人生の目的は思いやりの心を持ち他人や社

会にために役立つこと

２、奉仕の理想は人生の目的を地域から世界に

広めること

３、地域を育み、大陸をつなぐテーマは人生の目

的を世界中に広めること

４、他人や社会が喜んでくれることを毎日一つで

も多く実践することが幸せ

５、歴史、文化、言語、習慣、食べ物など世界の

多様性を理解し親善友好の促進

６、一瞬の間も常に最も正しき道を歩むべし、間

がささない様にしましょう

※田中 作次

日本から出た三人目のＲＩ会長（2012-13年度）


