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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

■ 2月9日（木）

卓話 クラブ活動報告

①ワイン同好会

②俳句同好会

③コーラス同好会Ｒ．フロイデ

④ゴルフ同好会

■ 例会後 伴井ガバナー補佐を迎えての

第4回クラブ協議会

例会日：2023年2月2日
（令和5年2月2日）

■ 本日の卓話

「私にとってのロータリー」

大橋 秀典 君

■ 今日の歌 「君が代」「四つのテスト」

ピアノ 岩島 佳子 先生

■ 例会後 2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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本日の例会の出席ありがとうございます。
先週の末から東大阪では、少しですが雪化粧になりました。皆さんの近隣ではいかがでしたか。
2月に入り今月のテーマは平和構築と紛争予防月間です。現在はロシアとウクライナとの間に戦争が約一年
間にも及ぼうとしております。ロシアとウクライナとは特別な紛争だと思います。紛争解決がまだまだ終息図
る気配も未だにないと思われます。如何に平和構築が大切かと思い知らされます。紛争があると全てのもの
が亡くなり、無くし、人としての生活ができないほど忌まわしいものだと思います。それで如何にして紛争防止
が大事だと思います。それで紛争の要因として貧困、不平等、民族間の緊張、教育の欠如等、争いの要因に
なる問題に取り組み紛争解決のために、海外ロータリークラブと友好を築き奉仕活動で協力するなどの活動
が考えられます。平和構築には、如何にして人類が関わって多様性、公平さ、育成に関わってくると思います。
そして、皆さんと一緒に平和構築に努力しようではありませんか。
さて、来週の例会はガバナー補佐を迎えてのクラブ協議会があります、今年度の後半に向けての行事と行
動の確認をお願いしたいと思います。

今日の一言
起こってほしい奇跡を、
毎日書き出してみなさい
それは本当に
やってくることになります。

平和構築と紛争予防月間



幹事就任挨拶 田原幹事幹事報告

≪これからの予定≫

【1】 本日例会後、2月度定例理事会

【2】 2/4（土）車椅子ソフトボール寄贈式典

【3】 2/9（木）例会後、伴井ガバナー補佐を迎え

ての第4回クラブ協議会

【4】 2/14（火）衛星クラブ例会 19：00～

於：楓の間

≪連絡事項≫

【1】 本日例会後、事務局にて2月度定例理事会

を開催いたします。理事の皆様よろしくお願

い致します。

【2】 次週2月9日（木）は伴井ガバナー補佐、横

田ガバナー補佐エレクトを迎えてのクラブ

協議会です。多数のご参加よろしくお願い致

します。

【3】 2月4日（土）午前10時より、東大阪市ウィル

チェアスポーツコートにてソフトボールの寄贈

式をいたします。ご参加の皆様よろしくお願

い致します。

第2回クラブフォーラム

出席報告 1月26日

（1/26）の出席者数：29名（1）

内ＺＯＯＭ出席2名

ビジター1名：東大阪東フューチャーロータリー衛

星クラブ 朝田 全紀 会員

1/26 出席率：65.91％

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数

会員：54名（免除11名）

1/5 1/12 1/19

HC出席 休会 29(3）名 28(3）名

MU出席 4(1)名 3(0)名

修正出席率 70.21％ 67.39％

2018～2019年度青少年交換来日学生
Lisa MENETRIER   近況報告

【リザからの連絡】

先日フランスのリザから小包が届きました。中に
手紙も入っていました。
皆さんにご紹介しますね。

『田原家族、
新年あけましておめでとう！
今年もみんなに成功と幸福がもたらされますよう
に。
このパッケージの中には、ノルマンディーのモン
サンミッシェルで有名なビスケットがあります。昔、
祖母と一緒に食べた小さなジャム瓶も入っていま
す。日本人に魚をあげるのは皮肉ですが、フラン
ス流に調理したイワシです。
Bon appetit.
このポスターは、ナントの有名ビスケットメーカー
「LU」のコマーシャルです。船員たちナントからア
イスランドに魚を交換するために出かけていきま
した。

私は今、ロンドンに住んでいて、ロンドン大学
クィーン・メアリー校とパリ第１ソルボンヌ大学で法
律を勉強しています。ロンドンの活気ある文化的
生活が大好きです。
私の弟は、ロータリーとブラジルに1年間行ってい
ます。日本が恋しくなっています。
Wishing you the best, リザ』

リザからSNSで連絡があったのですが、もちろん
全て日本語でした。フランス人のリザがイギリスの
大学に通う日常の中、これだけの日本語を使いこ
なすには相当の努力が必要だと思います。
頑張り屋さんのリザの凄さと可愛らしい笑顔が懐
かしくなり、嬉しいメッセージなのに少し寂しくなり
ました。
我が家にホームステイしている時から、弁護士の
お父さんを尊敬していて、自分も弁護士になりた
い、と言っていました。夢に向かって進んでいるリ
ザから、パワーももらいました。
あらためて、青少年交換や青少年奉仕の素晴ら
しさも感じました。若者の成長は早く、たった数年
で彼らの環境は一変します。その変化の過程に
ロータリーが関わる意義は重く、計り知れない影
響力だと思います。
我が東大阪東ロータリークラブは、会員数も多く、
奉仕活動も豊富です。現在は幹事として全ての行
事に関わり、その奉仕の多さに恨めしく感じること
もありますが(笑)。。。一ロータリアンとして、関
わった青少年奉仕が数年後にも継続して、こんな
に暖かい気持ちになれたことを、心から嬉しく思っ
ています。

田原さおり

2023年1月24日衛星クラブ移動例会
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