
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  

●卓話 

   山本一郎会員 

●その他 

 ・ニコニコBOX報告 

●13:30 閉会の点鐘 

 

 

今後の予定： 

10/19 

（水） 

・卓話 

「東北支援DVD」 

  

10/26 

（水） 

・卓話 

 「米山月間に因ん

で」 森賢司委員長 

  

11/2 

(水) 

・「ロータリー財団

月間に因んで」 

 小林正彦委員長 

11/9 

(水) 

⇒11/12に変更 

移動例会・地区大

会 

11/16 

（水） 

⇒11/19に変更 

紅葉狩り家族例会 

第１７８８回例会プログラム 
 ２０１１年１０月１２日（水） くずはゴルフ場 ３F 
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『貴方が動けば 何かが変わる』 

１０月：職業奉仕・米山月間 

2011-12年度 山口会長テーマ 
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▲コロンブス新大陸発見。サン・サ

ルバドル島と命名(1492)▲松竹歌

劇団、設立(1928)▲松尾芭蕉、

没。50歳(1694)▲大政翼賛会、発

足(1940)▲金田正一投手が１シー

ズン340奪三振の新記録達成(1955)▲浅沼稲次郎社会党委員長、刺殺さ

れる(1960)▲サントリーホール開場(1986)▲マサチューセッツ工科大学の

利根川進教授、ノーベル賞を受賞(1987)▲世界の人口が60億人に(1999)  

  

10月の花 コスモス 花言葉「乙女のまごころ、愛情、たおやかさ」 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ・メキシコからは、１８７６年頃にイタリアの芸術家 

 が日本に持ち込んだのが最初、との説が ある。 

 また、渡来当時は「あきざくら」と呼ばれていた。             

・「秋桜」の字は、主に秋に咲き、花弁の形が桜に

似ているところからの和名。 ”コスモス(cosmos)”の

語源は、ギリシャ語の「秩序」「飾り」「美しい」という

意味 「Kosmos, Cosmos」の言葉に由来する。 このことから、星がきれいにそ

ろう宇宙のことを、cosmosと呼び、 また花びらが整然と並ぶこの花もcosmos

と呼ぶようになった。 

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

10 

１２  

１９ 上野会員 

２６ 駕田会員 

11 

２ 北村会員 

９ →12日変更 

１６ →19日変更 

２３ 祝日 

３０ 木﨑会員 



Page 2 『貴方が動けば 何かが変わる』 

  僅かに寒さを覚えるほどの秋が訪れ

て参りました。この上は、会員皆様も健

康に留意され、さらに例会出席率を高

めるよう一層、ご協力くださるようお願

いいたします。 

 前年度のガバナー会から返戻を受

けた災害復旧寄付金の使途につい

て、アンケート調査の様子は半分程度

にとどまっていますが、現在、返答を

受けている40クラブでは、「地区での

運営をしてほしい」とのことでありま

す。中間の報告を取り敢えず申し述

べます。 

会長の時間 

 卓 話    

「職業奉仕月間に因んで」   畠仲 聡 職業奉仕委員長  

 

 

た。一般的に「幼稚園の保育士」というこ

とを耳にするが、これは間違いであって

正しくは、「幼稚園の教員」であること。 

また、学校の中で一番年齢の低い幼児

と集団生活を過ごし、体験や経験を積

み重ねる教育機関であることを説明し

た。 

 生徒たちにとって、将来の自分たちの

職業を考えるいい機会となり、現場の生

の話を聴けたことは、有意義に思う。 

 職業を通して「社会に奉仕」の中学時

代に第一歩がはじまったものと確信して

講話を終えた。 

「職業講話」 

           山口尚志  会員 
 ２年にわたり、枚方市立招提中学校よ

り「職業講話」についてご依頼をいただき

中学２年生を対象に「幼稚園」について

講話。 

 平成２１年は、中学２年生の１クラスに 

私の講話を聴きたい生徒が集合し、約 

４０名の受講者。翌年は、中学２年生全

員、約１５０名を前に体育館において講

話。 

 私の他に「パイロット」「パティシエ」「消

防士」等、それぞれが生徒に、自分の職

業について熱く語っておられた。 

 何れも、幼稚園について学校という位

置付けや、幼稚園教諭免許のことを話し 

〇職業奉仕委員長会議（8/20）報告 

職場体験学習についての講演 

 講師 大阪市教育委員会 田中節氏 

１．キャリア教育国の流れ 

 ・キャリア教育とは何か…社会の中で 

 自分の役割を果たしながら自分らしい 

 生き方を実現していく過程を「キャリア 

 発達」という。 

 ・「４領域８能力」から「基礎的・汎用的 

  能力へ」 

 ・学年間・学校種間の連携 

２．大阪市のキャリア教育について 

 ・大阪市教育振興基本計画の第3章 

  豊かな心と健やかな体と育成（勤労  

  観、職業観の育成）において 

３．中学校における職場体験学習の意義 

 ・マナーを学ぶ 

 ・地域とのつながりを深める 

 ・生徒の違った面をみる 
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 ご挨拶 

             森  賢司 会員 

 しばらく病気治療のため静養しており

まして申し訳ありませんでした。私のお

世話している「遠き道」展につきまして

は、お蔭をもって長野、茨城両県を残

し、ほぼ終了する段階となりました。 

これはひとえに会員皆様方が支えて下

さったお声のお蔭と衷心より感謝申あげ

ます。この後とも、一層温かいご懇情と

お助けを頂けますようお願いしてご挨拶

と致します。 

  

⑦我が社自慢  丁寧、確実を目指しています。 
 

 ＜私の職場を紹介します＞  今週は… 畠仲 聡  職業奉仕委員長    

 株式会社 サーモビルダー 

④仕事の内容  空調設備工事  

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） 

①創業のきっかけ   

昭和４３年、成長期に当時流行りかけた家庭用セントラルヒーティングを手掛

けたのが出発でした。その後昭和４７年に法人設立し現在に至っています。 

⑥社員や仕事に対して心がけている事   

   年をとっても、皆と同じように働き、動きたいと思っています。 

③経営理念 技術力で信頼をいただくこと  

②年商・従業員数（差支えなければ）  ７名 

2011～12年度 １０月度理事会 通信 

〇報告事項 

・R財団へ寄付 一人当たり１１０＄ 

・IM担当者報告 2012年1月28日(土)9時30分開会 

 テーマ「健康と防災」クラブ発表無し 講演会形式 

・東北震災支援DVD完成 

・11月30日外部卓話 もんぺ座公演と活動報告 

・地区東北震災基金支援金１人当たり1万円 56万円 

 （東北震災被害が甚大だったため長期支援金として 

 予算計上済 クラブより支出） 

〇協議事項 

・11月12日地区大会開催時の移動例会の件 

 場所 湖陽樹（谷町4丁目） 11時30分～ 

・11月19日(土)家族例会紅葉狩りの件 

 奈良天川村みたらい渓谷バスツアー詳細次週発表 

〇審議事項 

・国際ソロプチミストバザー協賛の件   3万円拠出 

・指名委員会の発足構成について 

 山口会長、高島会長エレクト、他3名（会長幹事経験 

 者）10月末までに選任し会員に公開する 

・社会福祉協議会60周年記念DVD制作協力金の件 

                          1万円拠出 

〇その他 

・枚方少年野球ジュニア大会 12月11日決勝戦 

・クリスマス家族会ついて    12月17日（土）  

・三九会について 

 11月30日（水）開催予定 11月理事会で詳細発表 

 

  

              
 

 
 
 
 

 １０月お誕生日、入会記念日 おめでとうございます！      

（写真左から） 

お誕生日祝    今中七郎 会員     

入会記念日祝  足立恒雄 会員   

入会記念日祝  南   武  会員   



ニコニコ箱メッセージ（敬称略） 

＊誕生祝を頂いたお礼に             上山芳次 

＊入会記念品をいただいて            南  武 

＊入会３６周年、次年も頑張りたし        足立恒雄 

＊皆様の力により誕生日を迎える事ができました 

 厚く感謝する所です               今中七郎 

第１７８７回例会出席報告（１０月５日） 

総会員数 出席者 出席率 

５６名 37名 74.00％ 

第１７８４回 例会補正後 出席率 76.00％ 

   メーク 0名   欠席 19名   除外 7名 

ニコニコ箱 合計 \40,000 累計  ￥550,018 
○本日の配布物 

①2012年5月６～９日バンコク国際大会参加のご案内 

②移動例会のご案内    

③わらしべと共に歩む会だより2011第11号  

〇本日の回覧物 

①国際ソロプチミストチャリティバザー券 

〇地区行事等出席報告 

10/8 新世代奉仕正副委員長会議         日野 

〇地区行事等出席予定             

10/22 第1回地区財団FVPセミナー   高島、小林 
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＜５RC親睦ゴルフ大会のご案内＞ 

＊日  時 ２０１１年１０月２９日（土） 

       各自スタート時間の30分前 

＊場  所 交野カントリークラブ 

       交野市倉治2937 電話892-1102 

＊参加費 ￥10,000- 

＜ 地区大会・移動例会のお知らせ ＞ 

＊2011年11月１１日(金)第1日目 

 （シェラトン都ホテル大阪）13時～17時30分 

 ・開会式  

 ・「セッション１」ロータリーの原点2680地区PG深川氏 

  「セッション２」米山修了生とともに理想の米山奨学 

          生像を探る 

  「セッション３」入会3年未満の新入会員の研修 

 ・RI会長代理夫妻歓迎晩餐会 18時～20時30分 

＊2011年11月12日（土）第２日目 

 移動例会  『湖陽樹』 大阪市中央区 

 谷町線谷町4丁目8番出口すぐ 

 11時３０分～例会・食事 

 例会後 NHK大阪ホールへ移動 

 13時～17時30分 

 ・本会議  

 「基調講演」 

 ～大震災からの復興と真の日本再生を考える～  

 京都大学教授 中西輝政氏 

 ・解散 

  

 

＜第１回情報集会のご案内＞ 

＊日  時 ２０１１年１０月１２日（水）１８：３０～ 

＊場  所 恒づね 津田山手1-8-1☎858-0080 

＊参加費 ￥５,000- 

＊出席予定者(敬称略) 

 粟津、原田、畠仲、初木、日野、今中、今西、稲田 

 岩本、駕田、川島、北川、北村、小林、小西、國田 

 南、源本、中村、西田、嶋田、多田、橘、上野 

 山口（伊）、山本(一）、山中、米田 

＜第23回地区野球大会日程表＞ 
11月３ 日(日)山本球場 14:30～VS大阪うつぼ 

11月13日(日)サントリー球場10:50～VS寝屋川 

11月20日(日)サントリー球場9:00～VS大阪平野 

11月27日(日)サントリー球場9:00～VS大阪大手前※ 

  （※10月16日第3試合が変更になりました） 


