
今日の歌♪ 

 「我等の生業」 

我等の生業さまざまなれど 

 集いて図る心は一つ 

求むるところは 

平和親睦（やわらぎむつび） 

 力むるところは向上奉仕 

おお ロータリーアン  

 我等の集い 

 

●12:40 開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●ロータリーソング 

 「我等の生業」 

●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 林宏毅会員 

●卓話「最近の私」 

   木﨑 信也 会員  

●その他 

 ・ニコニコBOX報告 

●13:30 閉会の点鐘 

 

今後の予定： 

8/31 

（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 

  

9/14 

（水） 

 

9/4 

(日) 

・くずはＲＣ杯 

 枚方少年野球ジュ 

 ニア大会開会式 

 10:00～ 

 枚方総合体育館 

 陸上競技場 

第１７８２回例会プログラム 
 ２０１１年８月２４日（水） くずはゴルフ場 ３F 
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月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

8 
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 

＜ 東北支援訪問＞ 
 

 

 2011年8月24（水）～8月25日(木) 

 ◆参 加 者 （敬称略） 12名 

 山口伊太郎、初木賢司、高島叔孝、原田武夫、山口尚志 

 國田欣吾、粟津直晶、日野守之、橘喜久夫、源本将人 

 稲田博旭、中谷賀久   

 ◆行   程 

  ８月２４日 ・仙台（泊） 

  ８月２５日 ・仙台市より車で約３時間で気仙沼市到着 

         ・気仙沼商工会議所にて贈呈式 

         ・気仙沼南RC 例会出席 

         ・復興支援視察(車窓より） 
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  本日はうれしいニュースをお伝えいた

します。東北震災プロジェクト(気仙沼市

へ自転車とＬＥＤ懐中電灯寄贈)から、我

がクラブが申請しておりました地区基金

決定報告がありました。総額約80万円の

プロジェクト、補助金として60万円弱いた

だき当クラブ負担は20万円となります。 

 また、ダイナミッククラブの強化問題に

つきましては、大阪市内中心のサラリー

マンを対象に年会費を安く（10万円以

下）、会員30名程度を目途にして会員の

自然減を防止するため、減員の歯止め

を図りたいとするものです。 

  

会長の時間 

 京都「祇園四条」の「南座」北側の八坂

神社寄り、最初の通り角にある「壱銭食

堂」にて、去る春の日、「お好み焼き」を

求めた時のことであります。たまたま、そ

の折の包み紙は、懐かしい古新聞紙、

「大阪朝日新聞」でトップ記事は所謂

2.26事件（昭和11年2月２6日事件）のこ

とでありました。 

 この時、襲撃を受けられた渡辺錠太郎

元陸軍大将と、二女の和子現ノートルダ

ム清心学園理事長のことを想い、和子

理事長の著書「美しい人に」について感

想を申し述べます。 

 

 渡辺錠太郎元陸軍大将 

 （1874～1936年愛知県出身） 

 かつて元大将は、陸軍部内での派閥

闘争には中立の立場をとり、、山県元元

帥の副官として信頼も厚く、林銑十郎元

陸相（陸軍大臣）による皇道派の巨頭真

崎勘三郎教育総監罷免のあと、後任総

監に就任（昭和10年）。 

 その後、皇道派青年将校の反感を買

い、翌11年、反乱軍の襲撃を受けて私

邸で射殺され、63才の生涯を終えられ

た。 

◎渡辺和子ノートルダム清心学園理事

長（昭和2年2月11日、旭川市において  

 前記錠太郎元陸軍大将の二女として 

 出生） 

 卓 話      

〇学歴  

 ・聖心女子大学卒(昭和26年) 

 ・上智大学大学院(昭和29年終了） 

 ・ボストン大学卒（昭和37年） 

 ・哲学博士としてノートルダム清心学園 

  女子大教授を経て学長に就任 

  （昭和38年～平成2年） 

 ・18才にて受洗 

 ・29才にてノートルダム修道院、 

  日本カトリック教育学会に入会 

〇著書 

 「人を育てる」「美しい人に」 

  凄惨な錠太郎父の没後、厳格な母

の教育指導のもと学業に励み、中でも

語学の必要性が唱えられ、上智、ボスト

ン両大学にても勉励。 

◎「美しい人に」の著書から 

 ・軍人は守るだけで戦争反対。これが 

  恨まれる素となった父。 

 ・母は着物を売って教育費に充てて下 

  さった恩義は絶大。 

 ・自分を愛してくれることが気づいた時 

  は何故かをよく見極めること。 

 ・入院などによって特技が果たせなく 

  なった場合捨てられることがないかど 

  うか充分に確かめること。 

 ・要は将来を見越し、努力すること。 

「美しい人に」     北村 隆 会員  
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どまることなく、巨大な津波によって原発

事故による放射線漏れ汚染という未曽有

の大惨事をまねきました。 

 今後の日本を復興させていくうえで、社

会奉仕活動に惜しみない力を注いでくれ

る精神を持ち合わせた新会員を増やして

行く必要があります。 

 会長の純増1名という今年度目標があり

ますが、過去5年で10名の退会者があり

ますので3名の増強をよろしくお願いいた

します。 

 2001年アメリカにおいて同時多発テロが

発生し、瞬時に数多くの方が犠牲になら

れました。世界を震撼させたこの事件は皆

様の記憶に新しくその映像は鮮明に残っ

ています。そしてその事が発端となり中東

イラク戦争へと発展し、終わりなきテロの恐

怖が続く中、その傷跡は深さを増していく

一方であります。 

 世界がこのような現状にみまわれている

中、日本において今年3月１1日発生した

東日本大震災は地震という自然災害にと

3分間スピーチ    原田武夫 会員 

 ＜私の職場を紹介します＞ 今週は…  岩本 昌治 直前会長  
               

 25年前に人として先輩として素晴らしいｄｏｃｔｏｒの出会い、医療分業の調剤薬局をはじめました。 

 あるターミナル(末期医療)の患者さんなのですが、帰り際に言われた言葉なのです。 

 「この薬局は好きだけど今日はきらいだ。真心を込めて言葉をかけないんだったら言うな！」 

 そうなんです。「おだいじにという言葉」。患者さんが店を出られる迄必ずこの言葉を発した人は顔をそむ

けてはいけないのです。 

 その患者さんは「ありがとう」と言おうと振り返ったら、全員が他の仕事で手元を見ていて、患者さんの方を

見ている人がいなかったのです。 

 その日は終業と同時に私も呼び出され、全員で反省会でした。 

 薬局は公企ですという言葉。 

 また、全員が自分の父母、子ども、孫に対して調剤するが如く全神経を集中し、楽しい職場として全員が

笑顔と真心を持って患者さんのために有る事をモットーに仕事しています。 

 ①東牧野町    ― 東牧野薬局     ②楠葉あさひプレザントビル内 ― アサヒ薬局 

 ③茄子作北町10 ― 茄子作薬局     ④西禁野マンダイ横       ― 枚方マルゼン薬局 

 ⑤交野市私部西サティ入口 ― 星のまち薬局 

 不幸にして病気になり、処方箋をもらわれた方はお近くであれば寄ってください。 

 美形な受付従業員ではないですが、ステキナ笑顔をプレゼントいたします。 

              

 
 
 
 
 
 

お誕生日祝 米田会員       お誕生日祝 岡山会員   入会記念日祝 山中会員    入会記念日祝（7月）粟津会員  

    ８月入会記念日、お誕生日 おめでとうございます！      



ニコニコ箱メッセージ（敬称略） 

＊入会記念品を頂いた喜びに          三木  彰 

＊暑い日です。暑中お見舞い申し上げます  山中  卓 

＊誕生日祝いをいただいて            金森市造 

＊入院見舞いをいただいたお礼に       宮田   明 

＊新製品を報道ＴＶで取り上げられた悦びに  

                            山口伊太郎  

＊入会記念日の喜びに              粟津直晶 

第１７８１回例会出席報告（８月１０日） 

総会員数 出席者 出席率 

５７名 ３５名 ７０．００％ 

第１７７8回 例会補正後 出席率８６．００％ 

   メーク ２名   欠席 ７名   除外 ７名 

ニコニコ箱 合計 \55,000 累計  ￥303,000 

○本日の回覧物 

①スタッフポロシャツ 

②東北へメイクアップに行こうピンバッジ 

○本日の回覧物 

①米山梅吉記念会館報2011年秋号 

○地区行事等出席報告 

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 

○地区行事等出席予定             

8/27 財団セミナー                初木、小林 

9/4 くずはＲＣ杯枚方少年野球ジュニア大会開会式 
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 ２０１１年９月1日から 

 ロータリーレートが変更になりました！   

       １＄＝７８円 

 

   

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/ 

今日は『100万ドルランチ』の日です。 
 100万ドルランチとは、１９６２年ごろアメリカのマサ

チューセッツにある地区ガバナーの呼びかけで、47ク

ラブが粗食の日を決め一人当たり２ドルを節約し、財団

に寄付したことがはじまりといわれています。1人当たり

２ドル節約すると当時の50万人のロータリアン全部で

100万ドルになるというところからこの名称ができたよう

です。 

 日本でも100万ドルランチで節約した資金を積み立

て、これを社会奉仕や国際奉仕などの資金に繰り入れ

ているクラブが現在もあります。当クラブも今年度6回の

100万ドルランチデーが設定されています。 

 （食事内容はカレー、あるいはうどん・そばセット） 

 

スタッフポロシャツができました！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


