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第２０１1年２月１６日（水）くずはゴルフ場 

真実か どうか 

みんなに 公平か 

好意と友情を深めるか 

みんなのためになるかどうか 

♪♪今日の歌｢四つのテスト」今日の歌｢四つのテスト」♪♪  

 

「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  三木  彰  会員   

親に感謝 

 寄稿するにあたってまず６３年の年月を振り返ってみました。 

小学校低学年までは地域の小学校に通学、高学年になって大阪市内(東区、現在

の中央区)へ転校、良い先生そしてよき友達(生涯の友)にも出会えました。今思えば

親が小学校長をしていたのでそこらのことはよく解っていたのでしょうか、父は教育

者でもあり、僧侶の資格もあり、すばらしい父親を誇りに思っています。 

 中学校、高等学校と団塊世代のまっただ中、受験戦争の連続でした。大学進学時

には親は黙って高額な授業料も出してくれました。大学では良き友人、先輩とも出

会え、特にクラブ(ハンドボール)の先輩にはいろいろの遊びや開業について教わり、

いまだに付き合いがあります。私が歯科医師になったのも、父の知人に勧められ歯

科大学を受験、自分に合った職業にめぐり会えました。子供の時から少し器用でしたので、歯科医という職業は

ピッタリで自分にできる能力を精一杯生かせるのがとても幸せです。生涯現役をめざしています。 

 

家族に感謝 

 結婚は見合い結婚でしたが父親の知人の紹介でした。偶然にも父親同志も知り合いでまた高校の後輩でもあり

ました。縁あって結婚、明るくさっぱりとした妻に恵まれ、子ども2人も一応順調に育ちました。平和な日常に感謝し

ています。 

 

ロータリーに感謝 

 開業後、数年して現在のプレザントハウスビルに移転したのが偶然にも今中先生の所有のビルでした。今中先

生は私の妻の学生時代の担当教授でした。出会いとは不思議なものです。くずはロータリークラブへの入会を勧

めていただき、2000年に入会させていただきましたが、入会してみると知り合いの会員様が数名おられました。ここ

でも人のつながり縁というものを感じ、世間は広い様で狭いものだと思いました。私のような職業をしていますと、患

者さん以外の出会いは貴重なものです。 

 人生の先輩である方々と出会い、また各方面で活躍されている方々のお世話になり、出会えたことに感謝してお

ります。これからもロータリーライフを楽しみたいと思います。 

父 77才 (昭和５４．１２．２７撮影) 
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 会 長 通 信 

 入会記念日祝 木﨑会員       新会員を推薦された川島会員に 

                        地区より記念品の贈呈がありました 

  先週の例会 

   

  行く河の流れは絶えずして  

    しかももとの水にあらず 

  よどみに浮かぶうたかたは 

    かつ消え かつ結びて  

  久しくとどまりたる例なし   

               鴨長明 

 

 我がクラブに取りましても、一人一人友人としても本当

に大切な人を失いました。この心の痛手は時以外に解

決してくれるものではないでしょうか。くやしい限りです。 

 個人個人が彼の事を心の中で大切に大切に記憶し

ておいてあげる事が、彼の心をある意味で大切にあつ

かってあげる事になるでしょう。         合掌 

第第17581758回例会プログラム回例会プログラム  

                                          司会 林(克)副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「四つのテスト」            〃                    

●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                             

●卓話                          山口伊太郎会長エレクト       

●その他  

 ・ニコニコＢＯＸ報告                 林(克)副SAA 

●１３：３０ 閉会の点鐘                 岩本会長 

●本日の会合 

 ＜被選理事会＞ 

 山口(伊)、北川、初木、三木、小西、高島、岩本、國田、畠仲、中野、日野、上山  

2月お誕生日の方々へ♪HAPPY BIRTHDAY♪歌のプレゼント 

 2月お誕生日祝 おめでとうございます！ 

お誕生日お祝 日野守之会員   お誕生日お祝 西田英夫会員 

お誕生日お祝 川島吉博会員   お誕生日お祝 足立恒雄会員 

お誕生日お祝 南  武 会員   お誕生日お祝 重田惠年会員 
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「世界理解月間にちなんで」 

   初木賢司 国際奉仕委員長 

 

■なぜ2月が世界理解月間なのか 

 1905年2月23日は、ポール・ハリス

とスターバス・ローア、 シルベス

ター・シール、ハイラム・ショーレ―  

の4人がシカゴで始めて会合を開い

た日で、この日はロータリーの創立

記念日です。よって2月は「世界理解月間」と指定されて

います。この月間中、ロータリークラブは世界平和に不可

欠なものとして、理解と善意を強調するためクラブプログ

ラムを行うよう要請されているのです。 

 また、2月23日の創立記念日は、世界理解と平和の日

と定められ、各クラブはこの日、国際理解と友情と平和へ

のロータリーの献身を特に認め、強調しなければなりま

せん。さらに、2月23日に始まる1週間を「世界理解と平和

週間」と呼び、ロータリーの奉仕活動を強調することを決

議しました。 

 

■国際ロータリー、地区、クラブの関係について 

 私達、国際ロータリーは世界中を地区（ディストリクト）に

分けています。世界を５３１地区に分け、日本は３４の地

区に区分されています。私達の第2660地区は大阪府北

部地区（大和川以北）の85クラブ会員数約3850名で構成

されています。そして、それぞれの地区には、ロータリー

の章典、綱領、定款に沿いながら、地区の実情に合わせ

た地区リーダーシッププラン（ＤＬＰ）を策定しており、660

地区の国際奉仕部門には以前次の４つの委員会があり

ました。 

 

①国際奉仕委員会 

 ロータリアンの親交により、世界理解と平和に貢献する

ものは全て国際奉仕活動とされ、それを進める手段とし

て、姉妹クラブの締結、国際大会への参加を推奨してい

ます。 

②ＷＣＳ委員会（世界社会奉仕） 

 厳しい条件下にある国のＲＣが、その地域で社会奉仕

活動をできるように豊かな国のＲＣが、物心両面で援助

することを目的としたプログラムで、これを企画実行して

いくことにあります。 

卓 話 

③ロータリー財団委員会 

 財団はロータリーの奉仕活動に不可欠な、お金の入

口をはかり、出口を指導・管理をしています。国際親善

奨学生やＧＳＥのお世話などもしています。 

 

④米山奨学委員会 

 財団法人ロータリー ―米山記念奨学会へのお金の

入口をはかり出口を管理しています。米山奨学生のお

世話クラブになり、カウンセラーとして精神面を援助して

います。しかし現在は３年前にＤＬＰが変更され国際仕

ＷＣＳが統合され3つの委員会構成で活動しておりま

す。 

①国際奉仕・ＷＣＳ委員会 ②Ｒ財団委員会 ③米山奨

学委員会です。 

 

■ＷＣＳ委員会について 

 ＷＣＳとは（ワールド・コミュニティ・サービス）援助を必

要とする国のロータリークラブが、 地域で社会奉仕活動

をするのに、物心両面で援助する活動で、援助の方法

は3パターンです。  

 

①ＷＣＳ事業で現金のみ 

 参加クラブが現金のみを出し合い奉仕活動を行うもの 

②ＷＣＳ事業で、ＭＧ（マッチンググラント）を活用 

参加クラブが、現金を拠出し、地区に地区補助金（ＤＤ

Ｆ）を申請し、ロータリー財団にワールドファンドの付加

を申請し事業費を膨らませて奉仕するもの 

③ＷＣＳ事業で地区補助金（ＤＳＧ）を活用 

主として、国内の地域社会への奉仕活動（社会奉仕に

対する補助金）ＷＣＳでは、ＲＣがまだ存在しない国（条

件付きですが）への支援にも利用できます。 

現金拠出額の半額が付加されます。（上限20万円） 

ＭＧ ＝縁組補助金  ＷＦ ＝国際財団活動資金 

ＤＤＦ＝地区へ財団が割り当てた活動資金   

次年度は無くなる可能性あり ＤＳＧ＝地区補助金 

 

■2010年4月地区協議会での戸田パストガバナーの 

  講演より   

①創始者 ポール・ハリスの生い立ち 

②ロータリークラブ創立～黄金の絆 
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第１７５７回例会出席報告（２月２日） 

会員総数 出席者 出席率 

６０名 ４１名 ７３．２１％ 

 お客様  田中商人 様 (大阪大手前RC)   

        李侖錫  様 （米山奨学生）    

    第１７5４回例会補正後出席率  ８１．４８％ 

メーク ２名  欠席 １０名  除外 ６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/ 
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2/23 

(水) 

・卓話 上山芳次会員 

 

3/2 

(水) 

・卓話 「月間にちなんで」 

     岡山量正社会奉仕委員長 

・定例理事会 

3/9 

(水） 

・卓話 多田利生会員 

・被選理事会 

・100万ドルランチデー 

○本日の配布物 

① 

○本日の回覧物 

①ニコニコキャンプ報告書 

②奄美大島豪雨災害義援金の御礼状 

○地区行事等出席報告 

2/15 IM3組幹事会                  山口(尚)  

○行事等出席予定    

2/19 地区社会奉仕委員長会議           岡山 

2/27 米山奨学生終了者歓送会  岩本、粟津、李侖錫   

3/12 クラブ国際奉仕・WCS委員長会議 

3/12 守口RC50周年記念式典      岩本、山口（尚） 

3/19 PETS・地区チーム研修セミナー 

3/26 第2回職業奉仕委員長会議 

今後の予定  報告事項 

ニコニコ箱 合計 ¥66,000 累計   ¥779,000 

ニコニコ箱メッセージ（掲載順不同） 

＊日頃のお礼で                   畠仲 聡 

＊誕生日のお祝いを頂きありがとうございました日野守之 

＊誕生日の記念品を頂いて            重田惠年 

＊誕生日記念品を頂いた喜びに         南  武 

＊入会記念品を頂いて               中西庸夫 

＊1928年2月20日生まれました          足立恒雄 

＊IMご苦労様でした                 今中七郎 

＊卓話が終わってほっとしました         初木賢司 

            201１年  ２月～３月 

 ＜ゴルフ同好会 伊勢志摩遠征報告＞ 
２月３日賢島カントリークラブ OUT IN GRO HDCP NET 

     優  勝 岩本昌治  45   38  83  12  71.0 

     準優勝 小林正彦  43   49  92  20.4 71.6 

     ３  位  米田 勉   50    45   95  21.6 73.4 

 

２月４日浜島カントリークラブ OUT IN GRO HDCP NET    

           優 勝  米田 勉   48  42  90  16.8 73.2 

     準優勝  小林正彦   42   39  81   7.2   73.8 

           ３   位  岩本昌治   50  47    97   22.8 74.2 

 

         

定例理事会 

例会

例会

例会

月 火 水 木 金 土 日 

2/14 15 16 17 18 19 20 

       

21 22 23 24 25 26 27 

       

28 3/1 ２ ３ ４ ５ ６ 

       

7 8 9 10 11 12 13 

       

例会 被選理事会 

100万ドルランチ 

100万ドルランチ 

被選理事会 


