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ᲢᨥȭȸǿȪȸ˟ᧈ țȫǬȸȷǯȊȸǯᲣ
 ᲬᲪᲬᲫ࠰ࡇ ᨥȭȸǿȪȸƷȆȸȞ
žȭȸǿȪȸƸೞ˟ƷǛƘſ

㜰㞴Ἴ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈ㐌ሗ

ᲢᇹעғǬȐȊȸ ቇ ʶɟᲣ

 ᪥ ࡢ ༟ ヰ

ḟ ᅇ ࡢ ༟ ヰ

࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㸲ࡘࡢࢸࢫࢺ

㸵᭶㸱㸮᪥㸦ᮌ㸧
㸶᭶㸴᪥㸦ᮌ㸧
ࢸ࣮࣐
ࢸ࣮࣐ ❧グᛕ༟ヰ

 ࠕྛጤဨάືィ⏬ㄝ᫂ࠖ  ࠕࢡࣛࣈ❧ࡽ
༟ヰ⪅  
   ㏆ᖺࡲ࡛ࡢᛮ࠸ฟヰࠖ
♫ዊࠊᅜ㝿ዊࠊᅜ㝿ὶ୕ጜ
༟ヰ⪅  
ጒࠊ⡿ᒣዡᏛࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࠊࢡ
ࣛࣈᡓ␎ィ⏬࣭ࢡࣛࣈ◊ಟࡢྛጤဨ㛗     ㇂ཱྀ ຮဨ


ゝ⾜ࡣࡇࢀ↷ࡽࡋ࡚ࡽ
㸯㸬┿ᐇ࠺
㸰㸬ࡳࢇ࡞බᖹ
㸱㸬ዲពࢆ῝ࡵࡿ
㸲㸬ࡳࢇ࡞ࡢࡓࡵ࡞ࡿ࠺

➨㸲ᅇ  ᮏ᪥ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ

  ݜᅄ ࡘ ࡢ ࢸ ࢫ ࢺ

㛤  㸦Ⅼ㚝㸧
࣭࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢯࣥࢢ
࣭ࢯࣥࢢ࣮ࣜࢲ࣮
࣭᮶ᐈ⤂   

 㣗
࣭ḷࣆࣀ  
࣭㛗ሗ࿌   
࣭ᖿሗ࿌   
࣭ጤဨሗ࿌  
࣭ฟᖍሗ࿌   
࣭ࢽࢥࢽࢥ⟽ሗ࿌
࣭༟ヰ   

㛢  㸦Ⅼ㚝㸧

㻌 㻌 ┿ᐇ䛛䛹䛖䛛㻌







㏻⟬➨㸰㸮㸷㸲ᅇ
 ࠕᅄࡘࡢࢸࢫࢺࠖ
 ᮏ㛫୍ᡂဨ
 ዲጤဨ

㻌 㻌 䜏䜣䛺䛻බᖹ䛛㻌
㻌 㻌 ዲព䛸䜢῝䜑䜛䛛㻌
㻌 㻌 䜏䜣䛺䛾䛯䜑䛻䛺䜛䛛䛹䛖䛛㻌








ᮌୗ⿱Ꮚ 
ᕝཱྀᰤィ㛗
⚟⏣ ᛅᖿ
ྛጤဨ㛗
ฟᖍጤဨ
㹑㸿㸿

ࢽࢥࢽࢥ⟽ሗ࿌
๓ᅇࡢྜィ  㻃㸳㸮㸪㸮㸮㸮
ᮏ᪥ࡲ࡛ࡢ⣼ィ  㻃㸱㸲㸮㸪㸮㸮㸮 㐩ᡂ 
㸵᭶ᮎࡢண⟬㢠  㻃㸱㸱㸮㸪㸮㸮㸮

ฟ ᖍ ሗ ࿌
๓ᅇ 㸵᭶㸯㸴᪥


ဨ

⥲

㸱㐌๓㸴᭶㸰㸳᪥

ᩘ㸳 㸶 ྡ
ฟᖍච㝖ࢆ㝖ࡃ     

ฟ ᖍ  ဨ ᩘ㸲 㸲 ྡ 㹋㹓ࢆྵࡴ
ಟ ṇ ฟ ᖍ ⋡      
ฟ
ᖍ
⋡㸶 㸱 㸣

㜰㞴Ἴ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈ      ᪥ ẖ㐌ᮌ᭙᪥ 㸯㸰㸸㸱㸮
❧ 㸯㸷㸵㸴ᖺ㸶᭶㸳᪥      ሙ  ࢫࢫ࣍ࢸࣝ༡ᾏ㜰7㝵 Ⱗࡢ㛫
㛗㸸ᕝཱྀᰤィ  ᖿ㸸⚟⏣ ᛅ  ሗ࣭㞧ㄅጤဨ㛗㸸୕ᓥᩄᏹ ົᒁ㸸Ᏻ㒊ளᕼᏊ
ົᒁ ࠛ542-0076 㜰ᕷ୰ኸ༊㞴Ἴ5-1-60 ࢫࢫ࣍ࢸࣝ༡ᾏ㜰㸳㝵
TEL 06-6632-3956  FAX 06-6632-3957  e-mail osaka-namba@poem.ocn.ne.jp

  ๓ᅇࡢグ㘓 ➨㸱ᅇ  㸵᭶㸯㸴᪥㸦ᮌ㸧
ۻ᮶ᐈ⤂㸸࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ   
   
ۻ㛗ሗ࿌㸸ᕝཱྀ㛗
᪥࡛ࠊ㛗ሗ࿌ࡶ㸱ᗘ┠࡞ࡾࡲࡍࡀࠊ㛫ࢆཝ
Ᏺࡍࡿࡓࡵࠊཎ✏ࢆసࡾㄞࢇ࡛࠾ࡾࡲࡋࡓࡀࠊཎ✏
ࢆㄞࡳୖࡆࡿ࠺ࡋ࡚ࡶ⥭ᙇࡶ⮴ࡋࡲࡍࡋࠊࢫ
ࣆ࣮ࢳࡀ᪩ࡃ⤊ࢃࡾࡲࡍࠋ㸯ᗘ┠ࡣࠊ6$$ࡼࡾ㛗࠸
ᣦࡉࢀࠊඛ㐌ࡣ▷࠸ᣦࡉࢀࡲࡋࡓࠋ ➗㸧
᪥ࡣࡶ࠺ཎ✏ࡶㄞࡲࡎࠊᛮ࠸ࡢࡲࡲឤࡌࡿࡲࡲⓙᵝ
ࢆぢ࡚࠾ヰࡋࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ᮏ᪥ࡢࠕ࣮ࣟࢱࣜࣥࡢ㊊㊧ࠖࡣࠊㄡࡶࡀ▱ࡿᯇୗ
ᖾஅຓ⩝ࠊ㜰࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋᙼࡢ
⏕ᾭࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ఱᗘࡶᑠㄝࡉࢀࢻ࣐ࣛࡉࢀ࡚
ࡲ࠸ࡾࡲࡋࡓࠋ┤㏆࡛ࡢࢻ࣐ࣛࠕ⚄ᵝࡢዪᡣࠖࡣ⟄
㐨㝯ࡢᖾஅຓࠊࡑࡢጔࠊࡴࡵࡢࢆᖖ┙㈗Ꮚࡀ₇
ࡌࠊ⚾ࡶ㣗࠸ධࡿࡼ࠺ぢࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊࡇࡢ࣏࣮ࣞࢺᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿ⫝̸ീ┿ࡣ᭱ࡶ
ከࡃࢃࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࡀࠊࡋࡗࡾ
࣮ࣟࢱ࣮ࣜࣂࢵࢳࢆࡅ࡚࠾ࡽࢀࡲࡍࠋࡇࢀከ
ᛁ࡞᪉ࡀᮏᙜฟᖍࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢࡔࢁ࠺
ၥᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ୰࡛ࠊ࣮ࣟࢱ
ࣜࣥࡋ࡚ࡢゝⴥࢆᘬ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀࡈࡊ࠸
ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡇࡢᩥࢆㄞࡳୖࡆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲ
ࡍࠋࠕ♫ṇ⩏ゝ࠸ࡲࡍ㠀ᖖⲉ₍ࡋ࡚࠾ࡾ
ࡲࡍࡅࡶࠊࡇࡢ㐨ㄗࡾࡣ࡞࠸ࠊ♫㐨ᚨ
ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠊࡲࡓᴗ⏺ࡢࡓࡵ࡞ࡿࠊ࠸࠺ࡇ
ࢆ⪃࠼ࠊࡑࡢ㐨ἢࡗ࡚ࠊࡇࡢᩘᏐࡀฟࡿ࠸
࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
ࡑࢀࡀࠊᴗ⏺ࡀ࠺࡞ࢁ࠺ࡀࠊ♫ࡀ࠺࡞ࢁ࠺
ࡀࠊࡇࡢᩘᏐࡉ࠼࠶ࢀࡤ࠸࠸ࢇࡔ㐽↓㸦ࡋࡷ
ࡴ㸧㐍ࡴ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࢀࡤࠊ⚾ࡣࡴࡋࢁఱࡶ
ࡸࡽ࡞࠸࠺ࡀ࠸࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࢇ࡞ࡇࢆࡋ࡚
♫ࡀ⦾ᰤࡋ࡚ࡶఱࡀᚓࡽࢀࡿࠋࢃࢀࢃࢀே㛫
ࡋ࡚ࡢ┠ⓗࡍࡿᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࠋ┿ᐇ࠺
ࠊࡳࢇ࡞බᖹ࣭࣭ࡑࡋ࡚ࢩ࢙ࣝࢻࣥࡢዊ
ࡢ⌮ᛕࡣࡇࢀࡽࢆࡍ࡚ྵࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋࠖ
⚾ࡣࠊඛ㐌ᮇ⾜ࢃࢀࡿࡢணᐃ࡛ࡢࡇࡢ
ࠕ࣮ࣟࢱࣜࣥࡢ㊊㊧ࠖࡍ࡚᭩ࡁୖࡆࡲࡋࡓࠋ
ඛࡽጞࡵኚ࡞సᴗ࡛ࡋࡓࡀࠊࡍ࡚ࡢே≀ඹ
㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣࠊ೧ࡃ࡞ࡗࡓࡽ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛ
ࣈධࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇࠋᴗࢆᡂࡋ㐙ࡆ
ࡽࢀࡓඛྩࡣࠊⓙࡀ୍ྠࡍ࡛ࡇࡢዊࡢ⢭⚄ࢆ
ᣢࡕ࠶ࢃࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢࡇ࡛ࡍࠋ༸ࡀඛ㭜ࡀඛ
࡞ࡾࡲࡍࡀࠊ᭱⤊ⓗሗᜠឤㅰࢆ⥆ࡅࠊࡑࡢ⫋
ᴗ♫ࠊࡑࡋ࡚ᴗ⏺ࠊ᭱ᚋࡣᅜᐙሗ࠸ࡿ
࠸࠺ࢆᙜࡓࡾ๓ࡢࡇ᭱ึࡽᣢࡕྜࢃࡉࢀ
࡚࠸ࡓࡽࡇࡑࠊᴗࢆᡂࡋ㐙ࡆࡽࢀࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࡛ࡋࡻ㸽ᮇࠊ㛗ࢆ⤒㦂ࡉࡏ࡚㡬ࡃ୰࡛ࠊᨵࡵ
࡚ຮᙉࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 
ۻᖿሗ࿌㸸⚟⏣ᖿ
㸵᭶㸱㸮᪥⤊ᚋࠊ⮫⥲ࢆ⾜࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ
ᑡࡋ࠾ṧࡾୗࡉ࠸ࠋ
㸶᭶㸴᪥⤊ᚋࠊᐃ⌮ࢆ㛤ദࡉࡏ࡚࠸ࡓ
ࡔࡁࡲࡍࡢ࡛ࠊ⌮ࠊᙺဨࡢ᪉ࡣࡈฟᖍࡃࡔࡉ࠸ࠋ
⛅ࡢ5</$ࢭ࣑ࢼ࣮ࡢሗ࿌᭩ࡀᅇࡣ'9'࡛ᒆࡁࡲࡋࡓࠋ
ࡈぴ࡞ࡾࡓ࠸᪉ࡣᖿࡲ࡛࠾ኌࡀࡅࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ᖺᗘ㍯ࢦࣝࣇ᭶᪥㛤ദணᐃࢆࡉࢀ
࡚࠾ࡽࢀࡲࡋࡓࡀࠊ㛤ദ㸯ᖺᘏᮇࡢࡈෆࡀࡁ

ࡲࡋࡓࡢ࡛ࡈሗ࿌ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
ᮏ᪥ဨࡢⓙᵝࠊࠕ=220ࡢ࠸᪉࣐ࠖࢽࣗࣝࡢ
Ꮚࢆධࢀࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡈ୍ㄞ࠸ࡓࡔ
ࡁࡲࡍࡼ࠺ࠊᐅࡋࡃ࠾㢪࠸⮴ࡋࡲࡍࠋᙜࢡࣛࣈࡶ
᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝឤᰁᣑࡢᙳ㡪࡛࠸ࡘࡀ࡛
ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿࡶศࡾࡲࡏࢇࠋⓙᵝࡣࠕ=220ࠖ
᪩ࡃ័ࢀ࡚࠸ࡓࡔࡅࡓࡽᛮ࠸ࡲࡍࠋ
᮶㐌㸵᭶㸰㸱᪥ࡣ⚃᪥࡛ఇ࡞ࡾࡲࡍࠋ

ۻጤဨሗ࿌
ࣈࣛࢡۍሗ㞧ㄅጤဨ㸸୕ᓥጤဨ㛗
 ࠕ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࡢ㸵᭶ྕࡢ⤂ࠖ
3ࡇࡑᴦほⓗ࡞ࡿࡁ࡛ࡍࠋ
   ࠕ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࡣᶵࡢᡬࢆ㛤ࡃࠖ
3 ಙ᮲ ୍⥴ఱࢆࡍࡿࡁࡣᴦࡋࡵ࡞ࡁࡷࠖ
3 ⤒Ṕ ࢻࢶேึࡢ5,㛗 ᖺ㸦ṓ㸧5&ධ
ࡇࢀࡲ࡛ࢡࣛࣈ㛗࣭ࡀࣂࢼ࣮ࡢࡳࠊ5,࡛ࡣ◊ಟ
࣮ࣜࢲ࣮ࡢࡳࠊ
3 ⏕❧ࡕᖺ⏕ࡲࢀ㸦࣭ṓ㸧௦⥆ࡃ࣮࣋࢝
࣮ࣜࠊᖺ㛫ಟᴗᚋ௦ᚋ༙ᚑᴗဨྡࡢᐙ
ᴗࢆཷࡅ⥅ࡂࠊᙜࢻࢶ࡛ࡣ⛥࡛࠶ࡗࡓࠊ↓㎰⸆
࡛ᗑ⯒࡛ࡢࣃࣥ↝ࡁ࠸࠺ᨵ㠉ࢆ⾜࠸ᩘᖺ࡛ᗑ
⯒ᚑᴗဨᩘⓒྡࡲ࡛ᴗᣑࢆ⾜࠺ࠋ௦࡛ᅜ㝿ⓗ
࡞࣮࣮࣋࢝ࣜᢞ㈨♫ᴗ༷ࢆ⾜࠺ࠋ
3 㟷ᑡᖺࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⇕ ࣮ࣟࢱࣜࣥࡀ
⮬㌟ࡢᏊࡶࡢࡼ࠺␃Ꮫ⏕ࢆ㏄࠼࡚ࡃࢀࡿ
3 5,㛗࡞ࡗࡓࡋ࡚ࡶࠊᡤᒓࢡࣛࣈࡑࡢ௰㛫
ࡀ᭱ࡶษ
㸺㐃㍕ࢥ࣑ࢵࢡ㸼
࣏࣮ࣝࣁࣜࢫ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ
3 ࣁࣜࢫࡢ⏕❧ࡕ ∗ࡢ㐨ᴦ 
3 ẕࡢឡ
3 ∗ࡢ㐨ᴦᘵࡢ㐝
3 ♽∗ࡢឡ
3 ྡࡢᖌ ♽ẕࣃ࣓ࣛࠊ∗᪉ུẕࡢኵ་ᖌࢪ࣮ࣙ
ࢪࣇ࢛ࢵࢡࢫࠊᅬⱁᐙࣘࢲࣖே
㸺㧗⏣᫂㸼
3㸲 ⌧ᅾṓ࡛ṓࡲ࡛㛗⏕ࡁࢆࡍࡿࡢࡇ 
ே⏕カ ࠕ⮬ศࡀఏ࠼ࡓࠖࠕ┦ᡭఏࢃࡗࡓࠖࡢ
ᕪࠊୡ㜿ᘺࠕⰼ㙾ࠖࡢᡃぢ࣭㞳ぢ࣭㞳ぢࡢぢࠊ 
ࡘࡢࢩࣙࣥ ࣑ࢵࢩ࣭ࣙࣥࣃࢵࢩ࣭ࣙࣥࢡࢩࣙࣥ
㞴ࡋ࠸ࡇࢆ᫆ࡋࡃࠊ᫆ࡋ࠸ࡇࢆࡼࡾ῝ࡃࠊ῝࠸
ࡇࢆ㠃ⓑࡃࠊ㠃ⓑ࠸ࡇࢆទᛌࠊទᛌ࡞ࡇࢆ
ࡶࡗទᛌఏ࠼ࡿࡇࢆࠊࣔࢵࢺ࣮ࡋ࡚࠸࠾
ࡾࠊၟရㄝ࡛᫂ࡣࠊࠕ㛫ࠖࢆษఏ࠼࡚࠸ࡿࠋ

ۍ㟷ᑡᖺዊ 㜰㞴Ἴ5$&タ❧‽ഛጤဨ㸸ᯘጤဨ㛗
㟷ᑡᖺࣉࣟࢢ࣒ࣛࡘ࠸࡚ࠊເ㞟ෆࡀ᮶࡚࠾
ࡾࡲࡍࠋ⏦ࡋ㎸ࡳ⥾ࡵษࡾࡣ᭶ᮎ࡛ࡍࠋ

ۍᅜ㝿ዊጤဨ㸸᳃⏣ጤဨ㛗
୕ጜጒྜྠࡘ࠸࡚ཧຍ⪅ᕼᮃࡢࣥ
ࢣ࣮ࢺࢆᐇࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ

ۍዲጤဨ㸸᳃ጤဨ㛗
ᮏ᪥ࡢ៘ປࠊᐅࡋࡃ࠾㢪࠸⮴ࡋࡲࡍࠋ࣏ࢫࢸࣥ
ࢢࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ⍇⍈†࡛ࡢኟࡢᐙ᪘ࠊࡈ
ཧຍࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ


ࢽۻ
ࢽࢥࢽࢥ⟽ሗ࿌㸸Ⲩ
Ⲩᒣ㹑㸿㸿
ᕝཱྀᰤィ㸸ᮏ᪥ࡣす㔝┤๓㛗ࠊ❧ⰼ┤๓ᖿ៘ປ
࡛ࡍࠋࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
⚟⏣ ᛅ㸸ࢥࣟࢼ3&5᳨ᰝࡢ㝧ᛶ⋡ࡀୖࡀࡗ࡚࠾ࡾࡲ
ࡍࠋ᪥ࡢ㜰ࡀ㸴㸯ྡࠊᮏ᪥ࡢᮾிࡣ㸰
㸶㸮ྡ௨ୖࡢࠋᡭὙ࠸ࡢບ⾜ࢆᚰࡅ
ࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ᆅᗤඖ㸸㛗ᖿ៘ປࠊḞᖍࡉࡏ࡚㡬ࡁࡲࡍࠋす
㔝㛗ࠊ❧ⰼᖿࠊࢥࣟࢼ࡛ኚ࡞୍ᖺࠊ
ᮏᙜࡈⱞປᵝ࡛ࡋࡓࠋ
ኟ ᫂⩏㸸ඛ㐌ࡢዲጤဨ᠓ぶࠊ᭷ព⩏࡛ࡋࡓࠋ
᳃ጤဨ㛗ࠊ࠾⑂ࢀᵝ࡛ࡋࡓࠋ
୕ᓥᩄᏹ㸸ኟ㛗ࠊ᳃ዲጤဨ㛗ࠊඛ᪥ࡣ᭷㞴࠺ࡈ
ࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ㐌ሗ࡚ࠊࠕୡ௦ࢆ⣳ࡄࣥ
ࢱࣅ࣮ࣗࠖࡀࢫࢱ࣮ࢺࡋࡲࡍࠋⓙᵝࡼࢁࡋ
ࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
᪩ᰩ⩏ᩥ㸸㛗ᖿ៘ປࠊᐅࡋࡃᚚ㢪࠸⮴ࡋࡲࡍࠋ
ụ⏿㑥ኸ㸸ࢥࣟࢼ㈇ࡅ࡞࠸࡛㡹ᙇࡾࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ᒸᮏ┿୍㑻㸸㛗ᖿ៘ປࠊᐅࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
ዲጤဨ㛗ࠊ࠾⑂ࢀᵝ࡛ࡍࠋ
Ⲩᒣ⩏㞝㸸ኟ㛗ࠊ᳃ጤဨ㛗ࠊඛ᪥ࡣኚ࠾ࡏࢃ
࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
 
ۻ༟ヰ   ࢸ࣮࣐ࠕጤဨάືィ⏬ࠖ
      ྖ 㸸ⓑ㔝㝧୍㛗 

ࢡࣛࣈዊጤဨ㸸ⓑ㔝㝧୍ጤဨ㛗
ᮇࠊᗘ┠ࡢࢡࣛࣈዊ㒊㛛ࢆᢸᙜࡍࡿ
ࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ๓ᅇࡣᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢ
㠀ᖖែ࡛᪥ᮏࡀ⯆ࡍࡿࡓࡵ⿕ᐖࡢᑡ
࡞ࡗࡓ㛵すࡽఱࡀฟ᮶ࡿࠊᙜࢡࣛ
ࣈᆅ༊୍࡞ࡗ࡚ᵝࠎ࡞ィ⏬ࢆࡋࠊ
ᮾᆅ᪉Ꮫ⏕㐩ࢆᘬࡁ㐃ࢀࠊᚤຊ࡞ࡀࡽ
㈉⊩ฟ᮶ࡓᛮࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡋࡋᅇࡢࢥࣟࢼ⚝ࡣ
ୡ⏺୰࠾ࡅࡿ㠀ᖖែᐉゝ࡛ྛᅜᵝࠎ࡞ᴗ✀ࡸဨࡢⓙ
ᵝࡶከ࡞ᙳ㡪ࡀ࠶ࡿࡶࡢᛮࢃࢀࡲࡍࠋ࡚ࢆᢕᥱࡋ
ࡓ࠺࠼࡛ࠊఱࡽᑐฎࡋ࡚⾜ࡅࡤⰋ࠸ࡶศࡽ࡞࠸≧ἣ
࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᖾ࠸࡞㛵すᆅ᪉ࡣ୍ⓗࡶ⿕ᐖ
ࡶⴠࡕ╔ࡁ᪥ᖖࡀᑡࡋࡎࡘᡠࡾࡘࡘ࠶ࡾࡲࡍࠋᙜ㜰㞴Ἴ
࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈࡶ୍ᖺ㎾ࡢᵝ࡞ዊάືࢆ࡚⾜࠼ࡿ
ࡣ↓࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊᕝཱྀ㛗ࡢᣦ♧ࢆ௮ࡂࠊྛጤဨ
㛗༠ຊࡋᙜࢡࣛࣈࡢ᪥ᖖࢆྲྀࡾᡠࡏࡿᵝ㡹ᙇࡾࡲࡍࠋ

ဨቑᙉጤဨ㸸ΎỈ୍ேጤဨ㛗
ᮏᖺᗘᕝཱྀ㛗ࡼࡾ⌧ᅾࡢဨࡢ㏥㜵Ṇ
ດࡵࠊ⣧ቑྡࢆ┠ᶆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲ
ࡍࠋᖺᗘࡽࡢ࣓ࣥࢱࣜࣥࢢไᗘࢆࡶࡗ
άᛶࡋࠊ᪂ဨࡀ࠸ࡕ᪩ࡃࢡࣛࣈ㥆ᰁࡴ
ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊୡ௦㛫࡛ὶࡋ࠾࠸◊㚼
ࢆ✚ࡴࡼ࠺ດࡵࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋᮇࡣࢡࣛࣈάᛶጤ
ဨࡽྡ⛠ࡶ᪂ࡓ࡞ࡗࡓࠕࢡࣛࣈᡓ␎ィ⏬ጤဨࠖ
ࡢ㐃ᦠࢆࡾ࡞ࡀࡽ㞴Ἴ㏆࠸ᆅᇦࡢᴗࡢධࣉ
࣮ࣟࢳࢆ⾜࠸ࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ဨ㑅⪃ጤဨ㸸⏣ዲᩥጤဨ㛗ġ
ᖺᗘࡼࡾဨ㑅⪃ጤဨ⫋ᴗศ㢮ጤဨ
ࡀศࢀࡲࡋࡓࠋဨ㑅⪃ጤဨࡣ⏣ጤ
ဨ㛗ࠊẁဨࠊకဨ࡚⾜࠸ࠊ⫋ᴗศ
㢮ጤဨࢆᆅጤဨ㛗ࠊ㇂ཱྀဨࠊᶫဨ
࡚⾜࠸ࡲࡍࠋ
ࢥࣟࢼឤᰁ௦ࡢဨቑᙉࡣ㠀ᖖ㞴ࡋࡃឤࡌࡽࢀࡲ
ࡍࠋࡋࡋࠊဨⓙᵝࡢ᪥ࡈࢁࡢே㛫♫ࡢ⫱ࡳ⤎ࢆ㍈
ዊάືࡢ࡛ࡁࡿேᮦࢆ᥎⸀ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊጤဨ࡛༑
ศ࡞㑅⪃ࠊ㠃ㄯࠊࡑࡋ࡚⌮ࡢሗ࿌ࢆࢫࣆ࣮ࢻࢵࣉ
ࡋ࡚㑅⪃࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ᪩㏿ဨೃ⿵ࡋ࡚ᕝ᐀ḟᵝࢆᕝ
ཱྀ㛗ࠊ⚟⏣ᖿࡢ᥎⸀⤂ࢆ㡬࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ㏿ࡸ
㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋဨⓙᵝࡢከᩘࡢࡈ᥎⸀ࢆᚰ
ᚅࡕࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

⫋ᴗศ㢮ጤဨ㸸ᆅᗤඖጤဨ㛗
⡆༢࡞⮬ᕫ⤂ࡋ࡚ࠊࣃࢼࢯࢽࢵࢡࡢၟရࢆ
୰ᚰఫᏯ㈨ᮦ㈍ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋጤဨ
ࡋ࡚ࡣࠊ᪂ධဨᑐࡋ࡚㐺ษ࡞⫋ᴗศ㢮ࢆ࠸
ࡓࡋࡲࡍࠋࡲࡓ⫋ᴗศ㢮ูဨ୍ぴ⾲ࢆᗘぢ
Ώࡋࠊᮍሸ㒊㛛ࢆᇙࡵࡿࡃࠊࡑࡢሗࢆ
ဨࡸဨቑᙉጤဨ࣓ࣥࣂ࣮࿌▱ࡋቑᙉάື㈨ࡍࡿࡼ
࠺ດࡵࡲࡍࠋ⫋ᴗศ㢮ࡋ࡚ࡣ5,ࡽࡢつ⛬ࡣ࡞ࡃᙜࢡࣛ
ࣈ࡚ศ㢮ࡀྍ⬟࡛ࡍࠋ⌧ᅾࡣᴗ✀ྡࡲ࡛ྍ⬟࡛ࡍࠋࡲ
ࡓࠊศ㢮㸦ᴗ⤒Ⴀ⪅࣭▱㆑ᑓ㛛⫋࣭♫ዊᴗ⪅㸧ࡢ
᪉ࠎࡀධྍ⬟࡞ࡾࠊ≉♫ዊᴗ⪅ࡣ፬࡛ࡶ᥎
⸀ྍ⬟࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ⓙᵝ࠾ぢ▱ࡾ࠾ࡁࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

ሗ࣭つᐃጤဨ㸸ᯇᾆᏕᑦጤဨ㛗
᪂ධဨࡢ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ࠾࠸࡚ࡣࠊ
ཬࡧዊάືࠊ⾜➼ࡢฟᖍࠊ࣐
࣮ࣟࢱ࣮ࣜⓏ㘓ࡋࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࡢሗࢆᚓ
ࡿࡇࡼࡾࠊဨࡢࡳ࡞ࡉࢇࡢࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊࢡࣛࣈࡢάື
ࡸࡑࡢព⩏ࢆ⫙࡛ឤࡌࡿࡀ࡛ࡁࠊࡼࡾ᪩ࡃࢡࣛࣈ⁐ࡅ
㎸ࡴࡇ࡛ࠊࡼࡾ᪩ࡃ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࣛࣇࢆᴦࡋࡴࡇࡀ࡛
ࡁࡿ࠸࠺ព࡛ࠊࡑࡢษࡉ㔜せᛶࢆㄝࡁࠊ᪂ධဨࡢ
ฟᖍ⋡ྥୖດࡵࡓ࠸⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡢ♫ໃ
ࡢⴭࡋ࠸ኚࡼࡾࠊࡸάືࡢࡸࡾ᪉ࡸෆᐜࡑࡢࡶࡢ
ࡀࠊኚࢃࡗ࡚࠸ࡃࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡑࢀἢࡗࡓ⾜ືࢆࡋ࡚
⾜ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ⣽๎ࡢኚ᭦࡞㛵ࡋ࡚ࡣ
ࡋࡗࡾ⌮ゎࡋㄝ࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸⪃࠼࡚࠾
ࡾࡲࡍࠋ
ᮇࡼࡾ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࡣࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࡢࡇࢀࡔࡅ
ࡣ⌮ゎࡋ࡚࠾ࡃ㡯ࢆ࣮࣌ࣃ࣮ࡍࡿࡇࢆ⪃࠼࡚࠾ࡾࠊ
㛗ᖿ┦ㄯࡢࡶ㐍ࡵ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡍࠋ

ሙ┘╩㸸ୖᮡ❳ኴ㑻ጤဨ㛗
ᖺᗘࡶ๓ᮇࢆཧ⪃㐍⾜ࡋࡓࡃ⪃࠼࡚࠾ࡾ
ࡲࡍࡀࠊࢥࣟࢼࡢᙳ㡪ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⮫ᶵᛂኚ
ᑐᛂࡋࡲࡍࠋ
ලయⓗࡣࠊࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᣑ㜵Ṇ⟇
ࡋ࡚ࠕ࣐ࢫࢡ╔⏝࡛ࡢฟᖍࡢࡈ༠ຊ
࠾㢪࠸ࠖࠊࠕ㣗୰ࡢヰࢆ᥍࠼ࠊ㣗ᚋ
࣐ࢫࢡ╔⏝ࡢୖ࡛ࡢヰࡢࡈ༠ຊࡢ࠾㢪࠸ࠖࠕ࣐ࢫࢡ
ࢣ࣮ࢫࡢࡈෆࠖࢆ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ࣐ࢡࢆቑタࡋࠊ࣐ࢡ
ᑓ⏝ࡢࢫࣉ࣮࡚ࣞ㒔ᗘᾘẘ⮴ࡋࡲࡍࠋ
㸰࢝᭶ẖ㸯༟㸳ྡ࡚ᖍ᭰ࢆᐇࡋࠊࢸ࣮ࣈࣝ᠓ぶ
ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊྛࢸ࣮ࣈ࣐ࣝࢫࢱ࣮୰ᚰ࡞ࡗ࡚ྛࢸ࣮
ࣈࣝẖ㛤ദࢆ᳨ウࡋ࡚㡬ࡁࡲࡍࠋ㸯ศ㛫ࢫࢺࣞࢵࢳࡶ➨
㸰㐌᭶㸯ᅇࡢᐇࢆ⥅⥆ࡋ࡚ཧࡾࡲࡍࠋ
ࡲࡓ᭶ࡼࡾ➨㸰㐌┠ࡣࠊ6$$ࡢ᳃⏣ဨࠊ᳃ဨࠊⲨ
ᒣဨ௦࡛ࡢ㐍⾜ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡼ࠺ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ᖺᗘࡣఱእⓗ࡞ᑐᛂࡀồࡵࡽࢀࡿࡇࡶከࡃ࡞ࡿ
Ꮡࡌࡲࡍࡀࠊࢫ࣒࣮ࢬ㐍⾜ࡍࡿᡤᏑ࡛ࡍࠋ࠾Ẽ࡙ࡁ
ࡢⅬ࡞ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࡽࠊࡈᣦᑟ㈷ࡾࡲࡍࡼ࠺ᐅࡋࡃ࠾㢪
࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

借㤕⣱ṽ⥼⒉Ể㸸⥙ᖸᗣྐጤဨ㛗ġ
ᖺᗘࡢ⫋ᴗዊጤဨ࡛ࡣࠊ≉␗࡞ᴗែࡢ
ぢᏛ➼ࢆ⤌ࡳ㎸ࡳᵝࠎ࡞ゅᗘ࡛ࡸ⫋ᴗ
࠸࠺ࡶࡢࡀୡࡢ୰ࡢࡼ࠺㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿࡼ࠺ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛
⾜ࡁࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠼ࡤ⯟✵ᶵᴗ⏺
ࡢᶵෆ㣗࡞ࠊᬑẁぢ⪺ࡁࡣࡍࡿࡀⰋࡃ▱ࡽ
࡞࠸ࢆဨ࠾ఏ࠼ࡋࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊࢥࣟ
ࢼࡢᙳ㡪࡛ኚࢆవ࡞ࡃࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᖺ᭶ࡢ⫋ᴗ
ዊ᭶㛫ࡲ࡛ⴠࡕ╔ࡃࢆ㢪ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᖺྠ
ᵝಟᏛ᪑⾜⏕ࡢ⫋ᴗయ㦂ㅮヰࡸዊ᭶㛫࡛ࡢ༟ヰࡢ᥎ዡ
࡞ࡽࡧࡢᴗࡢඹദࢆ᳨ウࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ⫋ᴗዊ
ࡘ࠸࡚ࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛ➼㛤ദ࡛ࡁࢀࡤ⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ⮬
ศ⮬㌟ࡀ᫂☜⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡶࠊⓙᵝࡶ࠾ఏ࠼ฟ
᮶ࡿࡼ࠺άືࡋࠊྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ཧࡿᡤᏑ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

7᭶ ධグᛕ᪥ ࠾ࡵ࡛࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍ

  7᭶3᪥ ཎ⏣┤ᕫဨ  ᖹᡂ20ᖺ㸦㸧   ụഃ୍ྖဨ ௧ඖᖺ  
  7᭶4᪥ ᒸᮏ┿୍㑻ဨ ௧ඖᖺ      ⚄⏣┾ဨ ᖹᡂ18ᖺ  
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ࡇࢀࡽࡢணᐃ
8᭶6᪥㸦ᮌ㸧࣭ᐃ⌮ 
8᭶9᪥㸦᪥㸧10᪥㸦᭶࣭⚃㸧ኟࡢᐙ᪘in ⍇⍈†
8᭶13᪥㸦ᮌ㸧ఇ
8᭶20᪥㸦ᮌ㸧
8᭶27᪥㸦ᮌ㸧

Ӟ؉⎴⎃⎽ 





㕲Ө

⏭␟␅

ొਿभবଗഥपेॉ਼ਰ
ఋ৸বप
ଗधऩॉ␓जोਰ
भଗमৗञऩଗभ౫મಉपऔ
ोथੰ৬औोॊ␔
 ऌ ऩ ଗ म␓ ଽ ો ଗ؞ി ম
ଗ؞পଚଗ␔ૠெऋপऩःॎ
ॅॊ੬ଗमৄनऒौऋःदघ␔
ଗीएॉमष॒ळऩਚऋऎ␓
दႆोୀइऩःुँॉౙௌ
मँॉऽघऋ␓ਠम␓ਢম
भ ଗीएॉपॳ⑂ঞথ४
রद␓ृढध
ଗીॎॉऽख
ञ␔ଋघमబಐ؞ಧుਣ؞ਨਲ
धमँॉऽघऋ௫खाद
घ آ

11
12



ԥՃՀӸӨ

ɭˊǛኦƙ
Ǥȳǿȓᶇᶌ





⏣ዲᩥဨ㻌
ྛ✀䝃䝑䝅䞉䝅䝱䝑䝍䞊䞉䜶䜽䝇䝔䝸
䜰ၟရ䛾タィ䚸〇㐀䚸ᕤ㈍
䛾♫䜢䛥䜜䛶䛚䜙䜜䜎䛩䚹䛤ฟ
㌟䛜ḷᒣ䛷䛔䜙䛳䛧䜓䛔䜎䛧
䛶䚸ᯝ≀䛾᱂ᇵ䞉⏕⫱䛻䛚ヲ䛧䛟䚸
䛂㎰ᴗ䛾䛒䜜䛣䜜䛃䛾䝍䜲䝖䝹䛷
Ⰽ䚻䛺ᯝ≀䛻䛴䛔䛶༟ヰ䜢䛧䛶
㡬䛔䛯䛣䛸䜒䚹㻌

৵৾ૅڱফেभৎ␓ୠং५
ষदળभஸଗपষढथऊै
उଗपྟचैोऽखञ␔ਊৎभ
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令和2年7月豪雨により、日本各地に甚大な被害が発生しております。この度、大阪難波
ロータリークラブと致しましては、社会奉仕活動における被災者・被災地支援活動の一環
として、玖珠川、三隈川など複数の河川が氾濫し、人的及び家屋被害等を受けられました
大分県日田市に対し、災害時、避難所等で使用する ダンボール製のパーテーションと
ベッド（各50セットずつ）の寄贈を行いました。7月27日(月)14:00より、日田市役所４階
市長応接室にて支援物資の贈呈式が行われ、日田市長 原田啓介様に、川口会長より目録
が手渡されました。当クラブからの出席者は、川口会長、福田幹事、中川博之広報・ホー
ムページ委員長、そして社会奉仕委員会より 私、米澤が参加致しました。コロナ禍でな
ければ、多くの会員の皆様と訪問したかったのですが、大阪からということもあり、少人
数での訪問しか行えなかったのが残念です。寄贈致しましたパーテーション・ベッド共に
株式会社川由製であり、パーテーションをセットした際の居住スペースは、２ｍ×２ｍ、
パーテーションの高さは１ｍ４５ｃｍと、新型コロナウイルス感染予防対策のための政府
のガイドラインに沿ったサイズとなっております。支援物資本体は、株式会社川由から社
員の方により直接トラックで、日田市天瀬町にあります備蓄倉庫に同日の10:30に配送し
て頂きました。
文責：米澤 勉

日田市役所にて支援物資の贈呈式が行われました。

原田市長から被害状況の説明を受ける
川口会長、福田幹事、米澤委員長

新聞記者からの

インタビューに答

える川口会長

７月１６日（木）午後１８時００分より、ムーランにおいて、西野直前会長、立花直前幹
事の慰労会が開催され、３３名の会員のみなさまにご参加いただきました。
川口会長のあいさつの後、川口会長より、西野直前会長並びに立花直前幹事へ記念品が手
渡れました。そして、北田元会長の乾杯のご発声のもと開宴し歓談の中、会員の皆様より
西野直前会長、立花直前幹事へ一言いただき、北橋元会長に大阪締めで締めていただきま
した。
川口会長よりシャンパン、鉃﨑会員より魔王の差し入れをいただきました。ありがとうご
ざいました。
文責：森 圭司

川口会長より、西野直前会長、立花直前幹事に記念品が手渡されました。

西野直前会長、立花直前幹事、
一年間お疲れ様でした。

毎年６月に四天王寺悲田院へ慰問させていただいておりますが、コロナウイルス感
染拡大の影響で、今年はまだ慰問することが叶わず、木製ガーデンチェアを寄贈さ
せていただく事となりました。７月２８日にガーデンチェア３脚を四天王寺悲田院
へ納品し、それぞれの場所へ設置してまいりました。寄贈式は９月１２日（土）予
定しております。

文責：立花英司

国際ロータリー第２６６０地区
２０２０－２１年度ガバナー

簡 仁一（かん じんいち）
1.会員基盤の強化
年代、職業、男女の別いずれにおいても、多様な会員を受け入れる柔軟性と、ロータリーの基本的な価値観
を再認識し、クラブのあり方を方向づける「クラブビジョン」を作成しましょう。問題意識を共有し、会員の退会
を防ぐ姿勢を、だれもが持ち続ける必要があります。
2.ポリオの根絶
現在、ポリオウイルス株の2型、3型は根絶され、あとは１型だけです。また、ポリオの常在国は、アフガニスタ
ンとパキスタンの2か国だけとなりました。ナイジェリアは発症例が3年間報告されておらず、今年中に根絶の
宣言がされるでしょう。ポリオの発症がどこかで起きている限り、感染の危険は世界中の子どもに及ぶことに
なります。世界中で根絶されるまで活動を続けていきましょう。
3.青少年の活動を支援
未来を担う若い世代を支援し、リーダーを育てることは、ロータリアンの使命です。当地区は、インターアクト、
ローターアクト、青少年交換、ライラ、米山奨学生、ロータリー学友などの青少年プログラムに積極的に取り
組んでいます。ロータリアンと青少年がともに活動できる奉仕の機会を、さらに作っていきましょう。
4.ロータリー財団活動の推進
ロータリー財団は、ロータリーの奉仕プロジェクトを支える柱です。年次基金は、3年後の奉仕活動の資源とな
り、恒久基金は将来のロータリー活動を担保し、ポリオ基金はウイルスとの闘いの象徴です。ご理解いただ
き、ご協力をよろしくお願いします。
5.米山記念奨学会活動の推進
日本と海外との懸け橋となる米山奨学生の支援をお願いします。4月から継続を含めて、49名の米山奨学
生が、皆さんのクラブでお世話になっております。未来を担う若い力を応援してください。
6.IT化の推進と公共イメージの向上
IT化は避けては通れません。My Rotaryの登録、クラブセントラルの活用をぜひ、よろしくお願いします。ロータ
リーについて知ってもらうための一番の広告塔は、ロータリアン自身です。会員以外の人にも、ロータリーに
親しんでもらう機会をつくっていきましょう。
2020-21年度 地区スローガン
次年度地区スローガンの決定にあたって、3つのことを考えました。
① 基本の再認識を
ロータリーは変わったのか、という声をよく耳にしますが、私はそうは思いません。2019年-20年度の新しい標
準ロータリークラブ定款は、表現が多少異なっているとはいえ、基本となる考え方は従来と同じです。それ
は、すなわち、四つのテスト、超我の奉仕、中核的価値観といったロータリーの価値観です。
そして、ロータリーは、こうした価値観を共有する人たちの集まりであり、だからこそ、確かな信頼関係が築か
れているのです。今こそ、ロータリーの基本を再認識しましょう。
② 誇りと自信を持って
ロータリーで、私は、多くの尊敬できる先輩の皆さん、多くの信頼できる友人を得ることができました。一人で
はなかなかできない奉仕活動に取り組むことができ、その活動を通して、大きな感動を得ることもできました。
こうした素晴らしい集まりの会員であることに改めて意識を向け、ロータリアンとしての誇りと自信を、皆さんに
持っていただきたいと思います。
③ 未来をつくる
時代に対応する多様性、柔軟性、適応力がなければ、ロータリーの未来をつくっていくことはできません。例
えば、SF映画のように、過去に戻って、今を変えることはできないのです。
しかし、未来は、私たちの手の中にあります。私たちが、未来をつくっていくことができるのです。
私は、こう呼びかけたいと思います。
ロータリーの基本を再認識してください。
ロータリアンとしての誇りと自信を持ってください。
そして、一緒にロータリーの未来をつくっていきましょう。
そこで、地区スローガンは 「Back to the Basics and Fly to the Future」
(ロータリーの基本に戻って、新しい未来へ）の意味を込めて
BACK, To the FUTURE～基本に戻って未来へ～
とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

