
今日の歌♪ 

 「四つのテスト」 

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 

るかどうか 

 

 

●12:40 開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●ロータリーソング 

 「四つのテスト」 

●お客様紹介 

●会長の時間 

●幹事報告 

●委員会報告 

 出席状況報告・他 

 

●３分間スピーチ 原田会員 

●卓話「美しい人に」 

   北村隆会員  

●その他 

 ・ニコニコBOX報告 

●13:30 閉会の点鐘 

 

今後の予定： 

8/17 

（水） 

・定款により休会 

8/24 

（水） 

・卓話 

   木﨑信也会員 

8/31 

（水） 

・卓話  

   山中 卓 会員 

  

9/7 

（水） 

・卓話「新世代の「た

めの月間に因んで」 

 日野守之委員長 

・定例理事会 

第１７８１回例会プログラム 
 ２０１１年８月１０日（水） くずはゴルフ場 ３F 
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１０ 原田会員 

１７ 定款により休会 

２４ 林(宏)会員 

３１ 源本会員 

9 

７ 林(祐)会員 

１４ 平尾会員 

２１ 今中会員 

２８ 今西会員 

『8月10日は道の日』 

国土交通省は昭和６１年度に８月１０日

を道の日」と制定。  

【制定の目的 】 

 道路は国民生活に欠くことのできない基本的な社会資本であるが、あ

まりに身近な存在のため、その重要性が見過ごされがちであるため道路

の意義・重要性について国民に関心を持ってもらうため、８月１０日を「道

の日」と制定。  

【選定の理由】 

 ①大正９年８月１０日にわが国で最初の道路整備についての長期計画 

 である第１次道路改良計画が実施されたこと  

 ②「道路ふれあい月間」*（８月１日～３１日）の期間中であることなど  

 （*平成１３年度より「道路をまもる月間」から名称変更）  

『その他8月10日』 

▲和同開珎、発行(708)▲御成敗式目、制定(1232)▲グリニッチ天文台、

オープン(1675)▲井原西鶴、没。52歳(1693)▲チュイルリー宮殿(ルイ16

世、マリー・アントワネットの住居)、国民軍に 襲われる(1792)▲ナポレオ

ン、セントヘレナへ追放 (1815)▲シーボルトの荷物に伊能忠敬作の日本

地図など御禁制品、発見 （シーボルト事件）(1828)▲初の都営鉄筋ア

パート、完成 (1949)▲警察予備隊令公布(1950)▲森永製菓、インスタン

トコーヒー発売(1960)▲東京都、初の光化学スモッグ予報(1970)▲全米

女子アマチュアゴルフ選手権で服部道子が日本人として初優勝 
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 この度、「Eクラブ」が和歌山、福井両県

の方で発足しました。これはインターネッ

トを通じて会員相互の会話ができるとい

うものですから、例会出席向上を図るた

めにも有益に利用できると思われます。 

会長の時間 

〇うれしい事 

 スワローズが～ 

 今年の監督の名前を皆さん、知ってお

られますか?昨年5月最下位の責任を

取って監督が辞められた高田さんのあと

を監督代行をつとめ、今年は晴れて正

監督として指揮を執る小川監督です。 

 スワローズは現在2位の阪神と７．５

ゲーム差で1位。 

〇転機に頂いた言葉 

１．この子が思い余って頼みに来られた

のだからなんとかなりますよ！うちの先

生もお宅のお子さんの気持ちを大切に

してやりたいと言われています！「10年

は大丈夫！私が教えたことを君が自分

で素直にやれば大丈夫！（恩師） 

２・先生の考えようわかった！うちの息子

の歯の治療、先生の思うようにしてやっ

て！(47年4月に自宅開業した時に頂い

た親御さんからの言葉) 

３．どこでやっても1点10円は変わらんや

ないか？（親父から近鉄に） 

４．時間がなかったらやめたらええのん

ちがうか？（ＪＣ5年目で） 

５．もう1回もどってこんか？（徳田広作

先生よりＪＣ20周年） 

６．歯医者がやめたので入会する？推

薦してやろうか？（ＲＣのお誘い） 

７．先生は携帯もパソコンもしないらし

い?（首藤さんから） 

 卓 話      

８．あんたはどこの馬の骨とも、牛の骨と

もわからん人やで？わかっているやろ

な！（ガバナー補佐に推薦頂いた年末

に） 

９・『今でも十分にできすぎるくらい肩書

を持っているのにまだやるか？それはあ

かん。ハッキリ言っておれら子どもや家

族にとって迷惑や！』(4年前の市長選、

長男から） 

〇自分が常に心している言葉 

「よろしくお願いします！」 

最近は「うん！なるほど」 

「有言実行」「脚下天照」 

〇これからやること 

「健口発信 アマンダ 目指そう！叶え

よう！Ｇ，Ａ，Ｉ」の発信場所はできたの

で、目指す目標は「いかにして健康長

寿＝天寿の人たちを増やすか？」 

寿命＝年齢はロ 

〇ロータリーのこと 

あこがれた世界、一業種一人      

毎週1回、時間厳守、親睦会や慈善事

業だけ？ 

〇我が歯科会のこと 

歯の修繕屋、虫歯激減、歯、口の健康

づくり、歯科技工士不足、口腔機能 

「社会の習慣とか制度とかというものは

皆相当の理由があって、永い間の必要

から生まれてきているもの」 ⇒だから過

去を知り未来に向かって今行動する。 

            金森 市造 会員  
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 損害賠償責任について 

 個人の裁判官では、解決できない諸問

題を国が法律をもって裁こうとする目的の

もの。 

3分間スピーチ    原 正和会員 

              
 
 
 
 
 
 

 

  

お誕生日祝 金森会員  お誕生日祝 北川会員  お誕生日祝 小林会員 お誕生日祝 山本一郎会員 お誕生日祝 小西会員 

還暦御祝 畠仲会員    入会祝（７月）山本一郎会員   入会祝 辻村会員       入会祝 三木ＳＡＡ 

    ８月入会記念日、お誕生日 長寿祝 おめでとうございます！      

 ＜私の職場を紹介します＞ 今週は…  小西武夫 会計  
   

 

 

②年商・従業員数 ３６０人 

③経営理念 金融を通じて中小企業経営の向上と地域社会の発展に奉仕する 

④仕事の内容 金融 

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） 

35年間の失敗の積み重ねと経験が今日の自分であると思っておりますので、今後も失敗を恐れず前向きに

仕事に取り組んで参りたいと思っています。 

⑦我が社自慢 ― 地域貢献活動 ― 

 金融教育(小学生対象)、職場体験、献血活動、地域伝統行事・祭等の参加、地域の安全に向けた啓発 

 活動、AEDの設置、児童の通学見守り隊、スポーツ実技指導（ソフトボール、テニス） 

 ①創業のきっかけ  昭和25年金融事情の悪化に伴い、小

規模事業者に対する融資は困難な状況であり我々（創業者）事業

者並び一般市民は情熱燃ゆる如き信念により、強力な共同の力を

終結して自主的金融機関として設立するに至りました。 

⑥社員や仕事に対して心がけている事  顧客の立場に立って思いやり、親切であること 

     献血活動             通学見守り隊         地域行事ふとん太鼓           AEDの設置 



ニコニコ箱メッセージ（敬称略） 

＊○○の御祝をいただきました 皆様ありがとうございます 

                              畠仲 聡 

＊卓話をさせて頂いたお礼に           金森市造 

＊入会祝いを頂きました 気持ちも新たに    辻村順一 

＊入会祝いを頂きました ありがとうございます 西田英夫 

＊誕生日祝いを頂きました             小林正彦 

＊６３才の誕生自祝い                北川順清 

＊誕生日御祝ありがとうございます        小西武夫 

＊誕生日プレゼントありがとうございました    山本一郎 

＊例会欠席のお詫びに               重田惠年           

第１７８０回例会出席報告（８月３日） 

総会員数 出席者 出席率 

５７名 ３５名 ７０．００％ 

第１７７７回 例会補正後 出席率７０．０６％ 

   メーク ２名   欠席 １５名   除外 ６名 

ニコニコ箱 合計 \69,000 累計  ￥248,000 

○本日の回覧物 

①卓話資料 （北村隆会員） 

②秋のライラ参加申込書 

○本日の回覧物 

①第24回会頭杯争奪親睦ゴルフ大会のお知らせ 

②枚方交野交通安全会報 

○地区行事等出席報告 

 8/9 ＩＭ3組会長幹事会        山口（伊）、初木 

○地区行事等出席予定       

8/10 ５RCゴルフ打合せ会 

                 山口（伊）、初木、山中、原田      

8/20 職業奉仕委員長会議              畠仲              

8/27 財団セミナー                初木、小林  
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2011～12年度理事会通信 

〇報告事項 

１．５ＲＣ親睦ゴルフ大会について 

  ・2011年10月29日(土)交野CCにて開催 

  ・第1回打合せ会開催 

   ８月１０日(水)18:30～北大阪商工会議所内「翁」    

２．夏用スタッフシャツの件 

  ・ポロシャツにロータリーマーク付  70着製作 

３．くずはＲＣ少年野球ジュニア大会の件 

  ・開会式 9月4日(日)10:00～枚方総合グランド 

４．東日本大震災気仙沼支援の件 

  ・支援物資（自転車20台＋ＬEＤ懐中電灯150個） 

  ・8月２5日気仙沼東ＲＣ訪問  参加予定12名 

５．秋の交通安全運動参画 

  ・9月21日（水）７：３０～くずは駅前啓発物品配布 

  ・9月21日（水）16:00～パレードに参加 

                (ビオルネ横から出発） 

６．事務局夏季休暇  8月１2日(金）～17日（水） 

７．７月会計報告 

  ・くずはRC杯少年野球大会運営費拠出 

  ・交通安全協会年会費拠出 

  ・王仁塚を守る会年会費拠出 

  ・枚方市社会福祉協議会年会費拠出 

  ・枚方チャリティゴルフ大会協賛金拠出 

  ・2011～12年度前期地区資金拠出 

  ・2011～12年度前期米山奨学普通寄付金拠出 

〇審議事項 

１・交通安全啓発物品購入の件         承認 

２．森会員ボランティア事業クラブ推薦の件  承認 

３.11月30日外部卓話の件            承認 

〇その他 

１．ガバナー事務所より大船渡市教育委員会より備品

支援要請がありました。            今後検討 

２．守口ＥＶＲＣよりＷＣＳ事業の一環として被災地へ 

電子黒板を寄贈計画に賛同クラブ募集がありました。 

                        今回は見送り 


