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『ロータリアンとしての優しさを大切にしクラブを愛する心をもとう』
例会場：ホテルセイリュウ

例会：毎週木曜日 12:30～

HP：http://www.higashiosaka-eastrc.jp

会長：田中 哲男 ／ 幹事：大塚 俊彦 ／ 会報資料担当：梶本 高久
今 日 の 例 会

来週の例会予定

先週の出席報告(9/7)

■ 片山 勉ガバナー公式訪問
■ 9 月 21 日（木）休会
卓話
9 月 28 日（木）
「2017-18 年度ＲＩ会長テーマ及び
東輪会合同例会
第 2660 地区ガバナー方針」
登録受付・食事ＡＭ11：30～
国際ロータリー第 2660 地区
於：シェラトン都ホテル大阪
ガバナー
片山
勉 様
4Ｆ「浪速の間」

先週（9/7）の出席者数：38 名（3）名

■ 今日の歌
「我等の生業」
ピアノ 岩島 佳子 先生

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数

■ 例会後 第 1 回指名委員会
会

長

の

時

9/7 ＨＣ出席率：76.00％

会員：61 名（免除 14 名）

9 月は
基本的教育と識字率向上月間・
ロータリーの友月間 です

8/17

8/24

8/31

HC 出席

31(2)名

38(3)名

公休

MU 出席

12(2)名

3(0)名

修正出席率

84.31％

82.00％

間

田 中 会 長
本日は片山 勉ガバナーにおいでいただいております。
（公式訪問）例会前には事務局にて、会長・幹事・役員と共
にご懇談いただき、例会時には御同行されました小髙地区幹事様のご準備のもとに、ガバナーの御講演・卓話をお願
い致しております。
本年度の片山 勉ガバナーのスローガンは「個性を活かし、参加しよう」とされております。御指導の程を何卒宜し
くお願い申し上げます。私共のクラブの一部委員会からの質問もお受けいただき御対応していただけるとの事、心よ
り感謝致しております。
さて、季節は九月・長月（ながつき）に入ってはや三週目であります。青の深みが増してくる秋空。雲一つもない
紺碧の空も美しいですが、白い雲が浮かぶとさらに詩情を誘うのではないでしょうか？詩・俳句をたしなんでおられ
る方には、たまらない季節になりましたね。
先日 9 月 10 日（日曜日）に素晴らしい晴天のもと、秋の家族会・霊場高野山へのバスツアーが行われました。皆様よ
く御存知のように高野山は空海・弘法大師様が開かれた天空の聖地であります。今回は開創の際に最初に開かれた、
高野山内にある 117 寺院の核となる場所・壇上伽藍を見学して参りました。壇上伽藍とは、真言密教を広めるための
根本道場であると言われております。金堂・中門・根本大塔を見た後には金剛峯寺の正門から主殿に入り、雲海の中
で雌雄の龍が向かい合って主殿を守る姿が表現されている見事な石庭（蟠龍庭）ばんりゅうていを見る事が出来、感
動致しました。
この度ご参加いただきました御家族の皆様、本当に有難うございました。須﨑親睦活動委員長・委員の皆様には素晴
らしい御手配御準備をしていただき本当に有難うございました！
東大阪東ロータリークラブ事務局
〒579-8012 東大阪市上石切町 1-11-12 ホテルセイリュウ 302 号室
TEL:072-985-0189 FAX:072-985-0577 E-mail:higashiohrc@air.ocn.ne.jp

片山 勉ガバナーのご略歴
氏 名

片山
勉
（大阪東ＲＣ）
生年月日 1944 年 11 月 10 日生

＜連絡事項＞
【１】 9/28（木）は東輪会合同例会です。当クラブ
の集合時間と場所は午前 10 時 30 分、4Ｆ浪速
の間入口です。時間厳守でお願い致します。
委員会報告

職業 紀伊産業株式会社
取締役会長
ロータリー歴
1994 年１月 20 日 大阪東ロータリークラブ入会
1997-98 年度
世界社会奉仕委員長
1998-99 年度
幹事（理事）
2000-01 年度
国際奉仕委員長（理事）
2002-03 年度
ＳＡＡ（理事）
2004-05 年度
副会長
2005-06 年度
会長エレクト
2006-07 年度
会長
2008-09 年度
ＩＭ第６組ＩＭ実行委員長補佐
2012-13 年度
会員組織委員長（理事）
2013-14 年度
ＳＡＡ（理事）
ＲＩ第 2660 地区
2003-04 年度
地区幹事
2008-09 年度
社会奉仕委員会副委員長
2009-10 年度
社会奉仕委員会委員長
その他
ﾛｰﾀﾘｰ財団 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
ﾛｰﾀﾘｰ財団 べネファクター
ﾛｰﾀﾘｰ財団 メジャードナー
ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会 米山功労者マルチプル
ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会 米山功労者メジャードナー
幹事報告
大 塚 幹 事
国際ロータリー第 2660 地区ガバナー片山 勉様、
よう
こそお越し頂きました。本日の卓話ならびに質疑応答
どうぞよろしくお願い致します。
また、先般の秋の家族会にご参加の皆さま、お疲れ様
でございました。
≪これからの予定≫
【１】 本日、例会後、第 1 回指名委員会
【２】 9/21（木）休会
【３】 9/23（土）韓日親善会議
【４】 9/25（月）第 3 回東輪会実行委員会
【５】 9/28（木）東輪会合同例会 於：シェラトン
都ホテル大阪

◎Ｒ財団委員会

井上委員長

9/2（土）地区ロータリー財団セミナープログラムが開
催され、田中会長と共に出席してまいりましたのでご
報告申し上げます。今回地区Ｒ財団委員長より、各ク
ラブ内において財団への大口寄付者へ感謝の意を伝達
していただきたいとのメッセージと共に、関係資料を
いただきましたのでご報告致します。
1. メジャードナー（寄付の累計が寄付分類に関係な
く、累計が 1 万ドル以上に達した方）
金子会員、島 会員、常楽寺会員、溝畑会員（4
名）
2. ポール・ハリス・ソサエティ会員（毎年 1 千ドル
以上継続して寄付して下さる方）
金子会員、島 会員、溝畑会員、藤本会員（4 名）
その他
1. 2016-17 年度（須﨑Ｒ財団委員長）
クラブ年次寄付 14,855 期初 60 名 クラブ平
均
248 地区 7 番目
2. 2016-17 年度ポリオプラス 3,849.43 平均
64.16
地区 20 番目
3. ベネファクター1 名（表 会員）
（恒久基金 1 千ド
ル）
4. 財団補助金クラブ申請実績 2014-15 年度より
2017-18 年度まで連続 4 年申請許可（社会奉仕）
本年度もＲＩ、地区より「EVERY ROTARIAN、EVERY
YEAR」に取り組み、会員の皆様に財団の活動に参加し
ていただき年次基金に寄付をしていただくよう奨励さ
れていますので、皆様のご協力を何卒お願い申し上げ
ます。

2017 年 8 月 ＥＲ輪の会俳句 自薦句
老化の予防とロータリークラブ
島 侑
才
ロータリークラブに入ると ボケない、健康寿命が延
びる？ 特に根拠はないが仮説を立ててみる
現役を離れた後
ボケが早く来る人 話し相手が無い、趣味が無い、会

合が無い
ボケやすい人 奥さんだけが相手 新聞テレビだけ
人と会う機会が無い
この問題は 40 歳代から考えておいても決して早くな
いのでは
ボケ予防には
●話し相手
（ロータリーに入ると会話の機会が増える）
●趣味（体育系はゴルフ、ウオーキング、など）
、文化
系は（コーラス、俳句、観劇、囲碁将棋 文芸鑑賞
など）
●会合（人と交わる会話、社交感覚の刺激、組織の一
員感覚など）
結局、ロータリーの増強は 世界平和と健康寿命を延
ばす最善の方法だ？！！
１） 取りあえず 俳句の会に入って下さい
２） 増強をしっかりやりましょう
精一
洋子
安徳
恵生
邦夫
侑才
春正
正信
靖明
美保女

舞い踊り宙に浮かんで晴舞台
送り火や少年にあたらしき母
送り火やいつも優しき義母の顔
初めての旅ぞ送り火更に燃せ
魂送り此の折鶴も燃しましょ
戦いも遠き日となり天の川
水辺には小さき煙芋殻焚く
毎日を一つずつ咲く芙蓉かな
登園児手に手に廻す猫じゃらし
汗タオル家事一つにもヒーヒーフー

ロータリーの目的
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
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。

2017-2018 年度 秋の家族会
高野山＆梨狩り＆フレンチ＆ワイン
2017 年 9 月 10 日（日）

東大阪東ＥＲ輪の会、吟行
もみずれる彩を想いつ通り抜け
宝来の切り絵爽やか高野山
下手がむく梨狩りの手を洗いけり

侑才

虫の音やフレンチは旧遊郭に
新涼の精進料理や高野山
目を開けて踊ってゐたる案山子かな

正信

健康長寿護摩木に記す人の秋
空海のお山下れば残暑かな
どっしりと天つく大塔秋の雲

安徳

