
今日の歌♪ 

 「それでこそロータリー」 

どこで会っても  

やあと言おうよ 

 見つけた時にゃ  

おいと呼ぼうよ 

遠い時には  

手を振り合おうよ 

 それでこそ  

ローローロータリー 

 

●12:40 開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●ロータリーソング 

 「それでこそロータリー」 

●お客様紹介 

●会長の時間 

●ご挨拶 三村ガバナー補佐 

●ご挨拶 大野会長（枚方RC） 

●幹事報告 

●委員会報告 

 出席状況報告・他 

●３分間スピーチ 藤原会員 

●講話 

「RI・地区方針及び訪問所感 」 

 RI2660地区ガバナー補佐 

 三村雄太郎 様（枚方RC） 

●その他 

 ・ニコニコBOX報告 

●13:30 閉会の点鐘 

＊本日の会合＊  

ありません 

今後の予定： 

8/3 

（水） 

・卓話 金森会員 

・定例理事会 

8/10 

(水) 

・卓話 北村会員 

 

8/17 

（水） 

・定款により休会 

  

8/24 

（水） 

・卓話 木﨑会員 

第１７７９回例会プログラム 
 ２０１１年7月27日（水） くずはゴルフ場 ３F 
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月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

7 ２７ 藤原会員 

8 

３ 原  会員 

１０ 原田会員 

１７ 定款により休会 

２４ 林(宏)会員 

３１ 源本会員 

1949年 - イギリスのデ・ハビランド社が製造した世界初の 

ジェット旅客機「デ・ハビランド DH.106 コメット」が初飛行。 

 

その他は― 

▲徳川家光、第3代の征夷大将軍に任ぜられる(1623)▲幕府

が歌舞伎役者・前髪の少年・踊り子が女性の家に出入りするこ

とを 禁じる(1694)▲ゴッホがピストルで自分の胸を撃って自殺

をはかる。すぐには死ねず歩いて 帰るが2日後に死亡(1890)

▲朝鮮戦争休戦協定調印(1953)▲東京に初の光化学スモッ

グ注意報(1970)▲田中角栄元総理、ロッキード事件で逮捕

(1976)▲14歳の岩崎恭子、バルセロナオリンピック女子水泳

200ｍ平泳ぎで金メダル。 競泳種目では五輪史上最年少の

金(1992)  
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  東日本震災義援金について、６月３０

日現在、各被災地へ１億２３００万円の

配布が終わっています。残りについて

は、より平等に、より将来性をもったもの

にをテーマに、中学生以上の災害遺児

への学資支援、また「ファイブ・フォー・

ワン・クラブプログラム」被災していない５

クラブが一つのグループを作り、被災地

のロータリークラブがやっていた支援活

動や社会福祉への援助をしていくとい

う、この２つの大きな柱で運営するという

ことでございます。 

 我々の義援金がより有効に被災地の

方々に利用していただけるよう２６６０地

区でもプロジェクトを立ち上げ、ガバ

ナー会の方針に沿って、援助していこう

ということになっております。 

 義援金の経過と同時に今後の長期的

な支援のあり方について報告させてい

ただきました。 

会長の時間 

 

２０１０～１１年度決算および２０１１～１２年度予算審議 

議案①２０１０－１１年度事業報告について 山口(尚)前幹事より報告 

   ②２０１０－１1年度決算報告について 小西(雅)前会計より報告 

   ③２０１０－１１年度監査報告について 宮田前会計監査より報告 

                          ①②③について承認されました 

 

議案④２０１１－１２年度事業計画について 初木幹事より発表 

   ⑤２０１１－１２年度予算について    小西(武)会計が発表 

                           ④⑤について承認されました 

クラブ全員協議会開催         

 また気仙沼市の方が一番心配されて

いることは、原発被害、風評被害のようで

す。他府県に行くと車に帰れと落書きさ

れたり、ガソリンスタンドでは給油禁止と

いう被害もあったようです。このような大

変ひどい状況を聞き、私たちに何かでき

ないかという思いで、現在会津若松の産

物を購入し枚方で販売するといった支援

活動をやっております。 

 今後、福島において復興に何十年か

かるかわかりません。その他の被災地も

同じです。会員皆さまの暖かいご支援を

いつまでもお願いいたします。 

 5月19日、私が所属している枚方商工

会議所青年部とジャパンピースという団

体とで宮城県気仙沼市と福島県のビッ

クパレットという所にうどんの炊き出しに

いってまいりました。 

 津波の被害をうけた気仙沼市は、倒

壊した家屋や瓦礫の山がそこらじゅうに

あり、避難所の方々への食事はだいぶ

ん行き届いてはいましたが、まだ温か

い物を口にすることがまだできない状

態でした。そんな中での温かいうどんの

炊き出しだったので、「ありがとう」の声

をたくさん頂きました。 

3分間スピーチ  粟津直晶会員 



Page 3 2011-12年度 第4号 

Weekly Club Bulletin 

 ＜私の職場を紹介します＞ 今週は… 初木賢司 幹事 

  初木工業株式会社                   

 

【震災復興支援の方法について】 

〇7月1日以後、新たに東日本大震災復興支援プロジェクトに利用可能な補助金が2件開設されました。 

 １. 財団 ロータリー東日本震災復興基金 管理：東日本震災復興基金日本委員会 

    この復興基金は、今の段階では直接的に復興に関わる事業に重きが置かれ、建物や被災地の人々の 

   生活に直接役立つ支援、職場復帰や町の復興に直接かかわるようなプロジェクトが主流 

   ①被災地以外の地区/クラブからも申請可能 (被災地が優先されるとは説明されていない) 

   ②適格性は地区補助金に似るが、建物にも利用可能 

   ③25,001ドル以上の補助金申請をした場合、プロジェクト完了後に第三者による財務評価を義務付け 

   ④国外の地区/クラブからの震災復興のための寄付金は、TRFを経由して日本委員会に送金される 

   ⑤プロジェクト終了の2ケ月以内に最終報告書、12ケ月ごとの中間報告書が必要 

 【注意点】マッチング・グラントの場合は拠出金に対して50%、DDFに対して100%の補助金が出ましたが、この 

      基金からはそのようなマッチングはない プロジェクト総額―持ち出し金額＝申請金額となる 

 ２. 第2660地区東日本震災復興支援基金（地区基金）管理：災害支援プロジェクト 

  ・受付期間：2011年7月25日（月）～基金枯渇まで随時 

  ・対象プロジェクト：東日本震災復興支援を対象とし、クラブ拠出金が20万円以上のプロジェクト 

  ・申請方法：申請書・見積書を第2660地区災害支援プロジェクトまで提出下さい。 

  ・申請金額：20～100万円/件 程度  原則クラブが申請できる回数は年度中１回 」 

〇 震災被災支援のためのマッチング・グラント復活 （7月22日発表 ） 
 

   当クラブは 

  ①8月24日宮城県気仙沼市内の被災地に特殊自転車寄贈予定 

  ②8月25日宮城県気仙沼南ＲＣへ11名メークアップの予定（東北へメークアップに行こう！地区計画に便乗） 

 ロータリー地区からの情報 

②年商・従業員数 

 従業員は、常雇いの職人を含め6名です。 

③経営理念 

 顧客の納得のいく品物の販売、工事

④仕事の内容 墓石の販売、石工事 及び 土木建築工事請負業 

⑤仕事にまつわるエピソード（失敗談や忘れられない思い出など） 

 光善寺は、蓮如上人が「白骨の章」を書かれた場所でも有名なお寺ですが、京阪光善寺駅東側の小高い

所に出口御廟があり、歴代光善寺住職の遺骨を納める石室があるのです。 

 4年前にご住職が亡くなられ納骨の為に40年ぶりに土を掘り起こし、石室の扉を開け石室内の正面に、釋

蓮如と刻まれた骨壷がありました。壺の中には親指の先程の遺骨が！ 新住職との驚きの瞬間でした。 

⑦我が社自慢 古いだけの会社ですが地域で頑張っています。 

①創業のきっかけ 

 創業は昭和2年に私の祖父（伊三郎）が石工として結婚後、現在の

会社所在地にて「初木石材店」を開業。2代目父（茂）が昭和45年

に、石積み工事等の工事受注拡大の為、土木工事業を併設し、現

在に至る。 

⑥社員や仕事に対して心がけている事 親切であれ！ 



ニコニコ箱メッセージ（敬称略） 

＊新年度のスタートお慶びして          中西庸夫 

＊入会１年を祝して                 橘喜久夫   

第１７７８回例会出席報告（７月２０日） 

総会員数 出席者 出席率 

５７名 ４１名 82.00％ 

第１７７5回 例会補正後 出席率 83.02％ 

   メーク 5名   欠席 10名   除外 4名 

お客様      小西 雅晴 様（元会員） 

ニコニコ箱 合計 \20,000 累計  ￥161,000 

○本日の回覧物 

・2011ｰ１２年度上期会費請求書 

○本日の回覧物 

・東日本大震災復興支援金募金箱 

○地区行事等出席報告 

7/21 交野ＲＣ新年度挨拶訪問       山口（伊）、初木 

7/23 広報委員長会議                多田 

7/23 国際奉仕・ＷＣＳ委員長会議         中野 

○地区行事等出席予定  

7/30 米山奨学委員長会議              森        

8/9 ＩＭ3組会長幹事会        山口（伊）、初木   

8/20 職業奉仕委員長会議               

8/27 財団セミナー  
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 今年度の週報は昨年度に続き、会員皆様の

「私の職場紹介」を掲載していきたいと考えて

おります。何卒ご協力の程よろしくお願いいた

します。     広報委員長  多田利生 

＜私の職場紹介＞ 

①創業のきっかけ 

②年商・従業員数（差支えなければ） 

③経営理念 

④仕事の内容 

⑤仕事にまつわるエピソード 

（失敗談や忘れられない思い出など） 

⑥社員や仕事に対して心がけている事 

⑦我が社自慢 など 

 ～ ロータリージャパン新着情報 ～ 
〇２０１１-１２年度ロータリー手帳の訂正 
①第2750地区・地区大会の会場変更 

 会場はザ・プリンス パークタワー東京 

②第2530地区・地区大会の日程、会場変更のお知らせ 

 日程は2012年3月24～25日、会場は24日が郡山ビューホ 

 テルアネックス、25日がユラックス熱海 

③第2830地区・Ｅメールアドレス決定のお知らせ 

 Ｅメール ： 2011office@rotary-aomori.org (7月1日～) 

④第2640地区・ガバナーおよびガバナー事務所の住所／

電話／ファクス／Eメールの変更（7月1日～） 

 大澤 德平 （堺） 

 〒590-0021堺市堺区北三国ヶ丘町1-1-16Ｃ棟14号 

 電話 072-224-2640   ファクス 072-224-2650   

  E-maiｌ osawa-2011@rid2640g.org 

 

〇日本国内にＥクラブが誕生しました 

①ロータリー イークラブ サンライズ オブ ジャパン 

 地区：第2640地区 

名称変更日：2011年6月28日 

（和歌山サンライズＲＣより変更）  

②日本ロータリーＥクラブ2650 

地区：第2650地区 承認年月日：2011年6月30日 
 

 

Ｅクラブとは…電子的な手段（オンライン）で会合を開くロー

タリー・クラブです。2010年規定審議会は、ロータリーEクラ

ブを国際 ロータリーの一部とすることを認めています。 

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/ 

 


