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2019-2020年度RIテーマ

＜四つのテスト＞１．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか
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基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

（2487回）

２）ソング

赤とんぼ

３）卓

「認定支援機関としての
取り組みについて」
阪本 宗久会員
４）10月度定例理事会

＊＊

話

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

皆様こんにちは、うららかな秋晴れ、空はどこ
までも青く凜とすみきっています。
13日は中秋の
名月でした、雲の合間に小さな名月が出ていま
した。暑さも峠を越し「読書、食欲、スポーツの
秋」過ごしやすい季節になり、いろいろなことに
挑戦しましょう。
14日は地区ロータリー財団セミナーに出席し
て参りました。財団への寄付推進、寄付方法の工
夫を発表されました。ロータリーの恒久基金へ
の寄付、現在１２億７１４０万ドルの寄付誓約
と純資産を２０２５年までに２０億２５００万
ドル、
（純資産１０億ドル将来の寄付の誓約とし
て１０億２５００万ドル）を築くという目標を
立てました。
ロータリーは30年以上にわたって地
球上からポリオをなくす活動を継続していま
す。これまで、Eradicationという英語に対応する
日本語は撲滅という言葉でしたが、現在GPEI（世
界ポリオ撲滅推進活動）を構成する組織では根
絶を使っています。時代の変化に合わせて、7月
1日から「撲滅」という言葉から「根絶」に変え
てポリオ根絶に向けて一層の活動を展開しま
しょう。ナイジェリア 最後の野生型症例から3
年間が経過しました。早ければ２０２０年半ば

次週（１０月３日）のお知らせ
１）例 会 （2488回）
２）国旗およびロータリー旗に礼
３）ソング
君が代・奉仕の理想
４）卓 話
米山月間記念卓話
「インドネシアをもっと知りましょう」
米山奨学生
サリム ロニー クリスティアディ 様
国際奉仕委員会
には、世界保健機関が定めるアフリカ地域全体
のポリオフリーが認定される可能性がありま
す。残るはパキスタン、アフガニスタンの両国だ
けになります。紛争国ですのでむつかしい面も
ありますが、諦めずに努力してまいります。
「一人が一人を連れて来る」よろしくお願い
いたします。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①2019-2020年度地区大会2日目公開シンポジウ
ムのご案内チラシを本日お配りしておりま
す。ご家族・ご友人・社員様・お知り合いのス
ポーツチームなどお誘い頂き事務局へお申込
み下さい。
②「三世代クラブ合同社会奉仕事業」の出欠の
ご返事を本日中に事務局までお願いいたしま
す。
③「三世代クラブ合同例会」の出欠のご返事を
事務局までお願いいたします。
④地区大会出欠のご返事を事務局までお願いい
たします。
⑤次週例会終了後「10月度定例理事会」を開催い
たします。本日ご案内させていただいており
ますので関係各位宜しくお願いいたします。

☆☆ にこにこ箱 ☆☆
結婚記念日自祝
結婚記念日自祝

敬称を略す

中村 修
二宮 彰久

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
外国ゲスト

４名
３名
０名
０名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

）内は会員総数を基準とした値

9月19日の出席率
75.00％
４週間前（8月29日）の
メークアップを含む出席率 77.78％
メークアップ実施会員
1名（欠席者11名)

48名
33名(44名)
18名
11名

大阪へ戻ってからもその頃の楽しみを継続し
つつ、ひなびた温泉旅も楽しむようになる。車で
の旅であったので時間調整に苦労する場合もあ
り、余裕時間が出れば、その土地の小さな記念館
や美術館などを訪ねることになるのだが、これ
が結構楽しいもので、又思はぬ発見や感動があ
り旅の途上の丁度良い休憩タイムとなるのであ
る。童謡などで有名な高野辰之記念館（中野市）、
中山晋平記念館（中野市）や碌山美術館（安曇野
市）、小諸懐古園の中にある小山敬三美術館（小
諸市）、又おごそかな気持ちで訪れたい戦没画学
生慰霊美術館・無言館（上田市）などがある。こ
ちらは戦没画学生たちが遺した誰にも知られず
眠っている作品や彼らが使った遺品などが並ん
でいる。
これは鹿児島県の知覧特攻平和会館と相対す
るものと言える。
昨近のきなくさい世界情勢を見るにつけ日本
の平和を考える良い機会になるものと思う。
１０月には熱海で同期会の集いがあるので、
この機会を利用して５０周年を迎えた米山梅吉
記念館を訪ねてみようと思っている。

結婚記念日自祝
梅本 知秀
大矢さん、本日の卓話楽しみにしています
中村 修
大矢さん、卓話楽しみです。頑張って下さい
井戸 幹雄
大矢さん、頑張っていい声を聞かせて下さい
南川 和茂
大矢さん、本日の卓話楽しみにしています。興
味しんしんです
川原 和彦
大矢会員、卓話楽しみにしています 中村 健輔
大矢大先輩、本日も卓越した卓話拝聴させて頂
きます
石田 道夫
弊社、染井・川崎がお邪魔させて頂いておりま
す。
石田 道夫
大矢さん、本日の卓話楽しみです 福原 哲晃
つたない卓話にお付き合い下さい 大矢 平治
大矢さん、本日の卓話、かっこいいバリトン
ヴォイス楽しみにしています
平尾 彰彦
大矢さん、卓話楽しみです！！
吉村 圭太
令和元年9月19日

合計金

55,000円

累計金

592,000円

☆☆ 先週（9 月 19 日）の卓話 ☆☆
「旅の道すがら」
大矢 平治会員
社会人になって、最初の勤務地が名古屋で
あったため、山やスキーにはまり込むことにな
る。名古屋は木曽、信州方面へのアクセスが良く
休日になるとよく行ったものである。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
ビーフカレー
ミックスサラダ
フルーツ取り合わせ
コーヒー

作詞

山 田 耕 筰

三 木 露 風

赤とんぼ

作曲

まぼろしか

いつの日か

一、夕焼小焼の 赤とんぼ

桑の実を

負われて見たのは

二、山の畑の

小籠（こかご）に摘んだは

嫁に行き

絶えはてた

三、十五で姐や（ねえや）は

お里のたよりも

竿の先

四、夕焼小焼の 赤とんぼ

とまっているよ

