
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 

●幹事報告 

●委員会報告 

 出席状況報告・他 

●卓話 

 「米山月間に因んで」 

  森賢司米山奨学委員長 

●その他 

 ・ニコニコBOX報告 

●13:30 閉会の点鐘 

 

 

今後の予定： 

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 

  

11/23 

（水） 

(祝） 

勤労感謝の日  

11/30

（水） 

 

・外部卓話 

もんぺ座 

第１７９０回例会プログラム 
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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 
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▲江戸幕府、五人組制度を強化(1637)▲中山みき、天理教を

ひらく(1838)▲旧ソビエト成立(1905)▲榎本武揚、死す(1908)
▲伊藤博文、ハルビンで射殺される。狙撃者の抗日運動家・安

重根はその場で 逮捕(1909)▲ベトナム共和国成立(1955) 
▲文部省による中学生一斉学力テスト実施(1961)▲茨城県東

海村の日本原子力研究所で日本初の原子力発電成功(1963)
▲金沢の兼六園と京都の浄瑠璃寺庭園が特別名勝の指定うけ

る(1964)▲ＪＲ東日本が上場(1993)  

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

10 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 

  

10月の花「熊葛(くまつづら)」 

   花言葉 心を奪われる 
本州～九州の山野や道端にはえる。高さ30～80cm。

茎は四角形で直立し、上部で枝分かれする。全体に

細かい毛が生える。葉は長さ3～10cm、幅2.5cmの卵

形で、ふつう3裂し、裂片はさらに羽状に切れ込む。表

面は脈に沿ってへこみ、しわ状になる。枝先に長さ

30cmに達する細長い花序を出し、直径約4mmの淡紅

紫色の花をつける。果実は4個の分果からなり、萼に包まれる。花期は6～9月。 

学名は、Verbena officinalis クマツヅラ科クマツヅラ属  
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  来る１０月２４日、ポリオ撲滅運動の終

結に当たり、一人当たり3,000円の地区

目標のうち、すでに1,500円は寄付をし

ております。最終の仕上げとして一人

1,500円のご支援をお願いしたします。 

 本月、10月29日（土）には５RC親睦ゴ

ルフ大会が開催されます。この大会の

チャリティ余剰金100万円につきまして

は、枚方クラブの考え方に基づき、支援

に役立てましたが、この後の支援方法に

関しては、くずはクラブの意向に従うと

の話し合いでした。 

この上は、当クラブ皆様方の御希望ご

意見を伺いましたうえ、支援に役立てた

いと思いますので、なにとぞお気付きの

ことがありましたら、積極的にお申し出て

下さるようよろしくお願い申しあげます。 

会長の時間 

 卓 話    

「東日本震災支援活動報告Ⅱ」   

  このたび國田欣吾社会奉仕委員

長、山口尚志ボランティア委員長が東

北支援訪問（8月24～25日）でホームビ

デオで撮影しました映像をもとに、活動

記録としてDVDを制作しました。  

 ご希望の方は貸しだしをしております

ので事務局までご連絡ください。 

 

地区だより 

●ロン・バートン氏、２０１３－１４年度ＲＩ会長に 

米国オクラホマ州、ノーマン・ロータリークラブのロンＤ.バートン氏が指名委員会により２０

１３－１４年度国際ロータリー会長に選出されました。対抗候補者がいない場合、同氏は 

１０月１日会長ノミニとなります。 

 

●ＲＩツイッター日本語版 

国際ロータリー公式ツイッター日本語版が始まりましたのでぜひフォローしてください。 

www.ｔwitter.ｃom/ｒotaryjapan （ロータリーの友９月号より） 

 

●広報誌ＲＯＴＡＲＹ 

今年度一般向け、会員勧誘用の２つの広報誌を改定し制作。ご注文はロータリーの友事

務所まで。 （ロータリーの友９月号より） 

 

●茨木東RC新しいホームページアドレス 

ｈtｔp://ibaraki-east-rc.org/ 

 

●新クラブ設立の状況 

新クラブ設立調査書が国際ロータリー日本事務局に受理されました。１０月４日の会員候

補者との初会合で「仮クラブ」発足の宣言を行う予定です。 
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よねやまだより 

⑦我が社自慢  

関西一円で提供しているeO光テレビが５０万軒加入していただき全国ベスト５になった。 

（増加率は全国一） 
 

 ＜私の職場を紹介します＞  今週は…辻村順一 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ委員長    

 ㈱ケイ・キャット 

 

④仕事の内容  ケーブルテレビ、インターネット 

            地元のニュースなどを放送するコミュニティチャンネルの放送 

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）  

個人のお客様が何万、何十万人となると色々な方がおられることを改めて思いました。 

①創業のきっかけ  約20年前、京阪電鉄の高架工事や関西電力の送電線により

テレビ受信障害が生じ、その対策としてのケーブルを有効活用し、多チャンネルサー

ビスを開始した 

⑥社員や仕事に対して心がけている事   

安心、便利、簡単、親切 

③経営理念  楽しいテレビをこれからも 

②年商・従業員数（差支えなければ）  約５０人 



ニコニコ箱メッセージ（敬称略） 

＊前回欠席のおわびにかえて          辻村順一 

第１７８９回例会出席報告（１０月１９日） 

総会員数 出席者 出席率 

５６名 30名 62.50％ 

第１７８６回 例会補正後 出席率 87.76％ 

   メーク 10名   欠席 6名   除外 7名 

ニコニコ箱 合計 ￥１0,000 累計  ￥567,018 

○本日の配布物 

①ロータリー米山記念奨学事業豆知識2011-12年度版 

②米山奨学特別寄付のお願い 

③三九会開催のご案内 

〇本日の回覧物 

・2010～11年度地区委員会活動報告書 

〇地区行事等出席報告 

10/22 第1回地区財団FVPセミナー   高島、小林 

○地区行事等出席予定             

10/29 5RCゴルフ大会 

11/11 地区大会晩餐会        山口（伊）、初木 

11/12 移動例会地区大会本会議 
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＜５RC親睦ゴルフ大会＞ 

＊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 

＜ 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23回地区野球大会日程表＞ 
11月３ 日(祝)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） 

＜家族例会紅葉狩りのご案内＞ 

＊日  時 ２０１１年１１月１９日（土）晴雨決行 

       京阪樟葉駅前 出発9:00 帰着18:00頃 

＊行   先 天川村みたらい渓谷(奈良県吉野郡) 

＊交  通 観光バス 

＊参加費 5千円 家族3千円 

       （幼児・小・中学生は無料） 


