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「 「 「 ロータリーは家族ロータリーは家族ロータリーは家族   内なる力を高めよう 内なる力を高めよう 内なる力を高めよう 」」」 

第２０１０年９月１日（水）くずはゴルフ場 
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９月：新世代のための月間 

「くずはロータリークラブ会員による…私の履歴書私の履歴書」 
     このコーナーは他の会員に対して自分をアピールする場と考えています。 

     「私はこんな人間」「ロータリーでの忘れられない思い出」などなんでもOK。 
 

 

     今週は 岡山 量正 社会奉仕委員長 

 

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 

♪今日の歌「奉仕の理想」♪♪今日の歌「奉仕の理想」♪  

 

 現在私は、学校法人長尾学園長尾幼稚園（在園児数385名）の理事長・園長を務め、同じく隣接する社会福祉法

人長尾会長尾保育園（在園児数192名）・第2長尾保育園(在園児数108名)・京都府せいか台保育園(在園児数150

名）の理事長をも務めさせていただいております。昨年6月に父が他界し、先代の後を継ぐべく有限会社長尾開発の

代表も務めております。毎日が、無邪気でかわいい子ども達と元気な保育士や教諭たちとともに乳幼児保育をする

かたわら、ちょっと異質？な長尾開発の仕事も精力的にチャレンジし、メリハリのあるドラマチックな時を過ごしており

ます。 

  さて、私がロータリーに入会させていただき13年目を

迎えます。その当時、こよなくゴルフを愛する会員がたく

さんおられました。私も何とか上手になりたいと思い、ゴ

ルフ同好会に入会させて頂き、先輩会員よりゴルフの

いろはを徹底的に伝授して頂きました。そのいろはと

は私なりに解釈をしますとあまりよい表現ではありません

が、俗に言う 

  の む ・ う つ ・ か う  だと感じております。 

  

 

 

 

 

 

 特に写真の８名の先輩たちの指導は半端ではなかったように思

います。即ち「教わったことは早くのみ込む！のみ込んだら迷わず

しっかり球を打つ！最新のゴルフ道具は誰よりも早く買う！」  

常に同好会ならではのゴルフ談議やミーティングがありました。 

 

  

 

 おかげさまで私は夢にまでみたシングルプレイヤーを頂き

ました。さらにその年の５ロータリー対抗戦では名誉ある賞

を頂けたのもすべて教え上手（最高の指導者）な先輩会員

のおかげであります。 

     のむ、打つ、買う 万歳！  

     心より感謝申し上げます。 
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第第17371737回例会プログラム回例会プログラム  

                                     司会 山口(彰)SAA 

●12:40 開会の点鐘              岩本会長 

●友情と親睦の握手               全会員 

●国歌斉唱                                         〃 

●ロータリーソング 「奉仕の理想」        〃                                     

●お客様紹介                   親睦委員      

●幹事報告                     山口(尚)幹事 

●委員会報告   

  ・出席状況報告                      林（克）委員長               

●ご挨拶 日本ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ大阪連盟北大阪地区枚方第17団段委員長 田畑興人様 

●卓話「新世代のための月間にちなんで」 源本将人委員長 

●その他  

  ・ニコニコＢＯＸ報告               山口(彰)SAA 

●１３：３０ 閉会の点鐘              岩本会長  

●本日会合<定例理事会> 
 岩本、高島、山口(尚)、山口（伊）、小西、山口（彰）、初木、北村、岡山、南、源本、米田 

岩本会長より玉村公男新会員へのロータリーバッジの授与、 

今後の活躍を期待して一同が拍手 

＊玉村 公男 会員 ３６才 

＊株式会社オーベルホーム 代表取締役 

＊枚方市郡津５－５－４ 

＊職業分類  内装工事業 

＊推薦者    源本将人会員 

 入 会 式   

 文学中年 

 ここ１５～1６年前頃より本が読みたくて読みた

くて文学中年になり始めた頃に、藤原てい著の

「流れる星はいきている」という本を手に取りまし

た。戦後中国より国の保護もなく、母親一人で５

歳・３歳・１か月の子供を連れて引き揚げて来る

様子を克明に記してある本である。日本に辿り着

くまで手に汗握る行動、どうしようもない情けな

さ。その一人の少年が今もって川を渡る時は、一

瞬躊躇して身構えて渡るといいます。 

 その少年の名前は今日本の正論を堂々と張

る、時の人藤原正彦先生なのです。３年程前に

国家の品格を出版され手に取り感激し、本当の

所３０冊余り購入し、親戚縁者に配りまくったもの

です。今の私の考え方にだめを押してくれた本

です。 

 この御二人が親子であるという

事にも驚かされました。ぜひ藤

原ていさんの本を読んでみて下

さい。国のあるべき姿が見えてく

ると思います。 

 

 会 長 通 信   

 

 例会のひとこま 

お誕生日祝 金森市造会員 
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※会員皆様からの「最近のひとコマ写真」を募集しております。 

１．ロータリークラブの会員数 

A）１９９６年６月末  

 全国             １３１，４７７名 

  第２６６０地区          ５，６０１名 

  当クラブ（当時北村会長）  ６５名  

B）２００９年６月末  

全国 

９１，５９２名 13年間で 39,885名減少（30％） 

第２６６０地区 

 ３，９２３名 13年間で 1,678名減少 

当クラブ        

    ５５名 13年間で   10名減少（15％）   

  最も多いクラブ  

  １位 東京RC（３２６名） ２位 大阪RC（２５９名） 

  最も少ないクラブ   

  鹿児島の加世田RC（３名）熊本の松浦RC（３名） 

 C) ２００７～２００９年までに 

  新規に７クラブが結成され、２１クラブが消滅 

２．地区の目標 

  会員数+地区８５名（各クラブ 純増１名）そのた 

  めには既存会員の退会を止めなければならない 

  （特に入会３年目未満の方々） 

  会員増強を積極的に行っていくこと  

３．退会の原因 

  ・世界と日本全域の不況に伴う不安定、不透明 

   な経済環境、事業の職務の多忙、例会の時 

   間、会費が高いなど 

 卓  話  

  

 

    

  

 地区大会 

「 会員増強月間にちなんで 」       國田欣吾 会員増強委員長 

 ８月２８日、２９日の両日、枚方まつり２０１０が開催

されました。我がクラブの源本会員は、枚方フェス

ティバル協議会の運営委員長を担っておられます。

枚方まつり開会式では、枚方市長とともに登壇さ

れ、たくさんの市民の皆さんの応援を受け、その源

本会員の挨拶は、夏の暑い日に市民の心により熱く

地域の大切さを語っておら

れ、まことに感動しました。 

４．会員減少の原因 

 ・円熟したロータリアンの熱 

  意不足・家庭集会の不足 

 （親密な人間関係が築けない） 

 ・ロータリーの本来持つステー 

  タスや魅力のかげりなど 

５．会員減少に類する問題点 

 ・クラブ会長・幹事の増強についての具体的な方針 

  計画が不足 

 ・女性会員の入会について積極的に推進しようとす 

  る雰囲気作り、理解を深めようとする努力の欠如が 

  ある 

 ・入会３年目未満の人への配慮が不足している 

 

６．まとめ 

 会員増強なくしてロータリーの未来は語れません。

ポールハリスの提唱した精神は新しい会員が誕生し

て、彼らが先輩ロータリアンから多くを学び、地域の

リーダーとして、地域の人々から認められてこそ《入り

たいロータリークラブ》となり、ロータリーの目的が達成

され、受け継がれていくのだと思います。 

 つまり、魅力あるロータリークラブに変身することが

大切であります。 

 今週のパシャ！ 

＊2010年10月29日(金)第1日目 

 （大阪国際会議場） 

 １４：００～１４：４５ 開会式  

 １５：００～１７：００ 分科会 

       ・会長幹事会 

       ・分科会Ⅰ５代奉仕/新入会員 

       ・分科会Ⅱロータリー財団・米山 

  （ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ） 

 １８：００～２０：３０ RI会長代理夫妻歓迎晩餐会 

              

＊２０１０年１０月３０日（土）第２日目  

（大阪国際会議場） 

 本会議   

 １３：００～１７：５０  

 記念イベント 

 ～雅楽とﾊﾞｲｵﾘﾝの 

  至極のﾊｰﾓﾆｰ～ 
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第1736回例会出席報告（８月２５日） 

会員総数 出席者 出席率 

６０名 39名 72.22％ 

    第1733回例会補正後出席率   ８３．３３％ 

メーク ５名  欠席  ９名  除外 ５名 

 
 
   国際ロータリー 第2660地区 

創立：1974年5月30日承認：1974年6月25日 
        クラブ名称変更承認：2005年6月6日 
         会    長   岩本 昌治     
         広報委員長   西田 英夫 
 

大阪府枚方市楠葉花園町14-2 
樟葉パブリックゴルフ クラブハウス２Ｆ 

電話 ０７２-８５５－５１２５ 
FAX ０７２-８５５－５１８０ 

Email: kuzuha-rc@kcat.zaq.ne.jp 
URL:http://www.kcat.zaq.ne.jp/kuzuha-rc/ 

KUZUHA ROTARY CLUB 発 行 

9/8 

(水) 

・卓話 木﨑信也 会員 

・地区大会PR （八尾RC） 

9/15 

(水) 

・外部卓話 

 

9/22 

(水) 

・卓話 

 

○本日の配布物 

①ロータリーの友９月号 

○本日の回覧物 

①ガバナー月信9月号 

○地区行事等出席報告 

 8/28 ロータリー財団委員長会議       岩本、川島 

 8/28 職業奉仕委員長会議            北村 

○地区行事等出席予定     

 9/4   社会奉仕委員長会議             初木 

 9/17 ＩＭ担当者会議          源本、山口(彰)    

 9/25 広報委員長会議 

○メークアップ 

 森賢司会員 8/25 高松南RC   8/26 高松RC 

          8/27 御所RC           

ニコニコ箱 合計 ¥10,000 累計   ¥227,000 

ニコニコ箱メッセージ（掲載順不同） 

＊8月31日にお蔭様で前期高齢者の仲間入りができまし 

 た！                         金森市造      

９月９月    祝入会記念日祝入会記念日  

  

吾郷泰廣会員（S63年） 

重田惠年会員（H13年） 

小林正彦会員（H14年） 

  米田  勉会員(H14年) 

 日野守之会員（H16年） 

 源本将人会員（H17年） 

おめでとうございます！ 

９月９月  祝お誕生日祝お誕生日  

  

  源本将人会員（３日) 

  初木賢司会員（４日) 

  磯田勝信会員（８日） 

  北村 隆会員（11日） 

  上山芳次会員（18日） 

  山口彰夫会員（27日） 

  山中  卓会員（30日） 

 報告事項   今後の予定 

            2010年  ８月～９月 

月 火 水 木 金 土 日 

8/30 31 9/1 2 3 4 5 

       

6 7 8 9 10 11 12 

       

13 14 15 16 17 18 19 

       

20 21 22 23 24 25 26 

       

広報委員長 
会議 

100万ドルランチ 

定例理事会 
例会

外部卓話 例会

例会

社会奉仕 
委員長会議 

例会

ＩＭ担当者 
会議 

   うれしいお便りが届きました！！  

 

 過日、貴クラブへメークアップにまいりまして大変お世話

になりありがとうございました。また、本日はその時の小生

の写真入の週報をお送り下さり厚く御礼申し上げます。ビ

ジターに対してそこまでの気配りはなかなかできぬものと

心から敬意を表します。小生今年度は我クラブの親睦活

動委員長を務めておりますが、来客に対するおもてなし

の心についてもう一度考えなおさねばと思っております。 

 さて、10月24日はガバナー杯野球大会におきまして奇

しくも貴クラブと我クラブが対戦することになりました。貴ク

ラブは先日の例会のご様子では若い力強い方が多いよう

で手強いと思います。当方昔は強かったのですが、その

後高齢化とともに弱体化し、一時は全敗が続きましたが、

最近若い会員の加入で少し息を吹き返してきました。そ

れでもこの大会ではせいぜい1勝3敗が関の山です。この

１勝が貴クラブとなりませぬ様に。楽しいゲームで親睦が

深まるようお手柔らかにお願いします。今後の貴クラブの

ご発展をお祈りします。 

    ２０１０．８．２７ 大阪大手前RC 曽我部律夫 

 


