
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 

なるかどうか 

 

 

 

●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 平尾公介会員 

●卓話 

「健康維持と心身の活性化のため 

 に持続的なウォーキングを！」 

  小西武夫 会員  

●その他 

 ・ニコニコBOX報告 

●13:30 閉会の点鐘 

 今後の予定： 

9/21 

(水) 

・卓話「自動車保険

の変遷」 

東京海上日動火災

保険㈱小峰将人様 

紹介者 南武会員 

9/28 

(水) 

・卓話 

 林宏毅 会員 

  

10/5 

（水） 

・卓話「職業奉仕月

間に因んで」 

  畠仲聡委員長 

・定例理事会 

10/12 

（水） 

・卓話  

 中村雄策会員 

第１７８５回例会プログラム 
 ２０１１年９月１４日（水） くずはゴルフ場 ３F 
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▲津田梅子、女子英学塾（現

津田塾大学）を開校(1900) 
▲1901年 - 6日に狙撃され

たアメリカ合衆国大統領

ウィリアム・マッキンリーが死去。副大統領セオド

ア・ルーズベルトが大統領に就任。 

▲ロシア、共和国となる(1917) 
▲キャスリーン台風、関東に来襲。東日本や北海道にも

大きな被害。 死者・行方不明者1529名(1947)▲都内

6000軒の露店廃止決定(1949)▲「二十四の瞳」封切り。

木下恵介が監督。主役の女教師役には高峰秀子(1954)
▲ソ連の無人探査機ルナ２号月面に到達(1959)▲女優

からモナコ王妃に昇り詰めたグレース・ケリー、事故死

(1982)▲長野県西部地震(1984)  

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

9 

１４ 平尾会員 

２１ 今中会員 

２８ 今西会員 

10 

５ 稲田会員 

１２ 磯田会員 

１９ 上野会員 

２６ 駕田会員 
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  本日は当クラブで最高齢の会員、嶋中

会員が医者も匙を投げるような万病を克

服され、本日より出席いただいておりま

す。嶋中会員の元気なお姿は、私たち

に元気を与えてくださいます。これからも

益々お元気で出席下さいますようよろし

くお願いいたします。 

  

 

会長の時間 

 卓 話      

「新世代のための月間にちなんで」      日野守之 新世代奉仕委員長   

（ﾛｰﾀﾘｰ章典40.050／1998年6月理事会会

合、決定348号） 

 年齢３０歳までの青少年すべてを含む新

世代の多様なニーズを認識しつつ、より良

い未来を確かなものとするために、新世代

の生活力を高めることによって、新世代に将

来への準備をさせることは、ロータリアン一

人一人のせきむである。すべてのクラブと地

区は、健康・人間的価値・教育・自己開発と

いった新世代の基本的ニーズを支えるプロ

ジェクトに取り組むよう奨励されている。 

 

新世代に健全な育成を目指してロータリー

に常設されているプログラム 

（１）ロータリー青少年交換   ＲＯＴＥＸ 

（２）ニコニコキャンプ小学４年から６年生 

（３）ローターアクト 

     １８歳から３０歳までの青年男女 

（４）インターアクト       

     １２歳から１８歳までの学生 

（５）ＲＹＬＡ（春と秋のライラ） 

 

新世代奉仕活動にロータリアンが携わるに

当たっての、留意すべき基本的な姿勢子ど

もは親や教師の云う通りにはなりません。親

や教師の後ろ姿を見てするとおりに育って

ゆきます。 

 

ロータリーのｃｏｒｅ ｖａｌｕｅｺｱﾊﾞﾘｭｰ（中核をな

す価値観）信念をもって模範を示す 

①奉仕の理想 Ｉｄｅａｌ ｏｆ Ｓｅｒｖｉｃｅ 相手の

ニーズにたって 

②高潔さ・真実さ Ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ Ｈｏｎｅｓｔｙ 

③友情 Ｆｒｉｅｎｄｓｈｉｐ 

④多様性 Ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ 

⑤リーダーシップ Ｌｅａｄｅｒｓｈｉｐ 

⑥寛容 Ｔｏｌｅｒａｎｃｅ 

毎年、これらがｃｏｒｅ ｖａｌｕｅとして示されてい

たが、来年度は⑥寛容がない。 

ポール・ハリスの言葉 

「コロシアムに満席の聴衆を前にして１つ

の単語のみを叫ぶことを赦されたなら、

私は寛容と叫ぶであろう」 

ここでの、寛容とは許すとか許されるとい

うことではない。 

トレランス（寛容）：忍耐によって人間は磨

かれたものになる。 

・教育にとって一番大切なものは愛情

で、愛されることによって人間は、愛す

ることのできる人間へと育ってゆく。 

 

・愛とは赦しという行為によって裏打ちさ

れている感情。Ｌｏｖｅ ｉｓ Ａｒｔ ｏｆ Ｆｏｒｇｉ

ｖｅｎｅｓｓ  ﾗｳﾞ ｲｽﾞ ｱｰﾄ ｵﾌﾞ ﾌｫｷﾞﾌﾞﾈｽ 

（愛とは赦しのアート）Ａｒｔ＝芸術・スキ

ル・絶妙な赦し方 

 

・寛容がロータリーの ｃｏｒｅ ｖａｌｕｅ で

あることに変わりはない。しかし、これ

は他人に対して であって、自分に対

して ではない。その誤解を避けるた

め敢えてｃｏｒｅ ｖａｌｕｅの⑥の項目から

削除している。 

 

・寛容の語源である英語はＧｅｎｅｒｏｓｉｔ

ｙ（寛大）ではなくて、Ｔｏｌｅｒａｎｃｅ（忍

耐）。 

 自分に対する悪口雑言・非礼は忍

耐をもって赦せ。その忍耐と寛容の

心はロータリアンとしての磨かれた

品格を生み出し、その磨かれた品

性が希望を生み出す。 

 

・自分には厳しく：自分に問われてい

る 真実かどうか、皆に公平か、に

は Ｔｏｌｅｒａｎｃｅ－ｚｅｒｏでのぞむ。 

日本ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ枚方17団に対し、本年度の 

支援金をお渡ししました。 
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⑦我が社自慢  

  職方には仕事に対して常に妥協を許さず指導をしています。その為に、技能・技術力の向上は不可欠と考

え、職方には１級塗装技能士の試験に挑戦をさせ、今日ではほとんどの職方が技能士の資格を獲得し技能

に置いては自信があります。 

 ＜私の職場を紹介します＞ 今週は…  日野守之 新世代奉仕委員長   

  

②年商・従業員数   

③経営理念  お得意さまやお客様に対して、素直に、誠実に取り組む事。 

④仕事の内容  建築塗装・防水工事全般、建物の新築時の塗装工事全般。 

  建物の老朽化による、外部壁面、天井面・鉄部・防水面などの改修工事。 

  常に世の中のニーズを取り入れ多機能型塗料使用による工事。 

  遮熱塗装（屋根・壁・窓ガラス）・防汚システム（光触媒コーティング） 

  シックハウス対応塗装（漆喰塗料塗り）など 

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） 

 今から１４年ほど前になります。塗装技能士の試験を受けるのをいやがる若い職方数人に試験を受けても

らうため、人質ではありませんが私も試験を受けるという交換条件で試験に挑みました。結果は、全員受かり

ましたが、なんと私が２年に１回開かれる塗装技能士全国大会出場予定者に選ばれました。（本来は、職方

が選ばれるものです） 

 その後大阪代表選抜が開催され、昨年度受験者２１０名から選ばれた２名と、本年度受験者１９０名から選

ばれた私１名の合計３名で大阪代表枠の１名を奪いあうトライアルが開催され、奇跡的に私が選ばれまし

た。その１ヶ月後近畿大会が開催され、６名の中から４名が全国大会に出場できるのですが、そこでも奇跡

が起こり選ばれてしまいました。 

 全国大会は、出題された課題を３日間で仕上げるという私にとっては過酷を要しましたが、全国から２９名

出場し、その中の１０位以内が入賞にあたる全国９位に選ばれました。１０年位前は、現場で作業をしており

ましたが、現場から離れた私が選ばれたのは我が社にとってのエピソードです。 

腕に自信のある職人からは嫌われました。 

①創業のきっかけ 昭和３０年、高度成長期の建築・土木工事の需要に応じて開

業をしたのがきっかけです。  

⑥社員や仕事に対して心がけている事   つねに妥協を許さず仕事に取り組むこと。 

              

 
 
 
 
 

 

 

  

お誕生日祝 山中卓会員  お誕生日祝 初木賢司幹事     お誕生日祝 源本将人会員    

    9月入会記念日、お誕生日 おめでとうございます！      

入会記念日祝 源本将人会員 入会記念日祝小林正彦会員 入会記念日祝日野守之会員 入会記念日祝 米田勉会員 



ニコニコ箱メッセージ（敬称略） 

＊誕生日の御祝を頂いてありがとうございます 初木賢司 

＊満77才喜寿にの年、長生きしたもんだ！   山中 卓 

＊ながらく病気欠席のお詫びに          嶋中完治 

＊卓話のお詫びと入会記念を頂いた喜びに  日野守之 

＊入会記念と誕生日祝を頂きありがとうございます 

                             源本将人 

＊欠席が多いお詫びに              小北英夫 

＊欠席が多いお詫びに              岡山量正 

＊源本会員の誕生日のよろこびに       山口尚志 

＊東北訪問メンバー残金ニコニコ寄付へ    

第１７８４回例会出席報告（９月７日） 

総会員数 出席者 出席率 

５７名 ３８名 ７６．００％ 

第１７８１回 例会補正後 出席率７７．５５ ％ 

   メーク ３名   欠席 １１名   除外 ８名 

お客様 田端興人様（日本ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ枚方１７団団長） 

ニコニコ箱 合計 \178,018 累計  ￥491,018 
○本日の配布物 

①5RC親睦ゴルフ大会ご案内 

②地区大会のご案内           

〇本日の回覧物 

①枚方交野交通安全協会会報 

②ガバナー月信2010-11最終号 

〇地区行事等出席報告 

9/3 RAC正副委員長会議            日野 

〇地区行事等出席予定             

9/18 北河内柔道大会開会式          畠仲 

9/28 IM担当者会議                初木 

9/30 枚方市社会福祉評議員会     畠仲、國田 

10/8 新世代奉仕正副委員長会議       日野 
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2011～12年度 9月度理事会 通信 

〇報告事項 

１．秋の交通安全運動啓発事業参加（9月21日）  

２．秋の献血運動ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（9月27日） 

３．東北支援の件(自転車20台568千円、懐中電灯・ｼｰﾙ  

150個211,595円、地区補助579千円、ｸﾗﾌﾞ負担218,588円）  

４．気仙沼RC,気仙沼南RCへ支援金各10万円贈呈 

 （会員からの義援金20万円とニコBOXから10万円を拠出） 

〇審議事項 

１．５RC親睦ゴルフ大会会長賞の件 

           会長賞としてクラブから拠出   承認 

〇協議事項 

１．地区大会について11月11日(金)～12日（土） 

 12日(土)は移動例会とし、谷町付近で例会・食事、 

 その後、本会議に参加（会場はNKHホール） 

２．IM担当者の選出について 幹事が担当窓口とする 

〇その他 

１．第一回情報集会は10月開催予定 

２．紅葉狩り家族例会は当初予定していたところ(奈良)が今 

 回の台風被害のため場所変更を検討中 

３．JR長尾駅前ロータリー改修工事について 

  枚方市より平成25年完成に向けて進捗状況の説明有 

＜秋の交通安全運動啓発活動について＞ 
＊9月21日(水)７：３０～くずは駅早朝キャンペーン参加 

   集合 7:15 くずは駅 

   配布終了後例会場にて反省会を行います 

 

＊9月２１日(水)１６：００～啓発パレード 

   集合 15:40 枚方ビオルネ付近 

    パレード（約1時間）終了後解散 

  ①スタッフポロシャツ着用 ②メイク扱いとなります 

＜献血キャンペーン・＞ 

2011年９月２７日（火） 

献血キャンペーン 

１０：００～１２：００ １３：００～１６：００ 

牧野生涯学習市民センター 

   ＜献血キャンペーンチラシ配布＞ 
         2011年9月２６日(月) 

７：３０～ 京阪牧野駅前にて 

 ＊会員の皆様ご協力よろしくお願いいたします。 


