
今日の歌♪ 

 「奉仕の理想」 

奉仕の理想に 

集いし友よ 

 御国に捧げん 

我等の業 

望むは世界の 

久遠の平和 

 めぐる歯車いや輝きて 

永久に栄えよ 

 我等のロータリー 

●12:40 開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●国歌斉唱 

●ロータリーソング 

 「奉仕の理想」 

●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 北村隆会員 

●卓話 

 「ロータリー財団月間に因んで」 

  小林正彦財団委員長 

●その他 

 ・ニコニコBOX報告 

●13:30 閉会の点鐘 

●本日の会合 

＜定例理事会＞ 

山口(伊)、北川、初木、三木、 

小西、高島、岩本、國田、畠仲 

中野、日野、上山、山中 

 

今後の予定： 

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１７９１回例会プログラム 
 ２０１１年１１月２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：ロータリー財団月間 

2011-12年度 山口会長テーマ 
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▲後醍醐天皇、光明天皇に神器を渡し、南北朝分裂(1336)▲織田信長、弟・

信行を殺害(1557)▲読売新聞創刊(1874)▲米大リーグ選抜野球チームの

ベーブルース、ルーゲリックら１７人が来日(1934)▲北原白秋、没57歳(1942)

▲日本社会党結成(1945)▲オイルショックでトイレットペーパー買い占め騒動

(1973)▲掛布・バース・岡田のバックスクリーンへの３連続ホームランなどにより

西武ライオンズを破り球団創設以来初めて日本一に(1985)  

＜先週例会のお客様＞ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 田中有様（交野ＲＣ）  森光雄様（交野RC） 

 

  

11月の花 

「風船唐綿の実」 

花言葉：いっぱいの夢 

 

 

 

 

 

 

11 

２ 北村会員 

９ →12日変更 

１６ →19日変更 

２３ 祝日 

３０ 木﨑会員 

12 

７ 小林会員 

１４ 小北会員 

２１ →17日変更 

２８ 定款により休会 

 

３分間スピーチ 
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  交野クラブから田中有様、森光雄様の

ご来会を頂き、嬉しく存じます。 

 かねてからお知らせしていました岩手

県大船渡市公立小中学校からの支援

要請について、25日（火）すべての品目

の支援が決定した旨、地区から連絡が

ありました。 

 タイ国の水害による被災先が拡大して

いる折から、来年5月の世界大会開催に

ついても危ぶまれています。 

 当クラブでは、来年度役員選出のため

指名委員会を11月中に催し、来る新年

度に対処したいと考えておりますので、

よろしくご協力のほどお願いいたしま

す。 

会長の時間 

 卓 話    

「米山月間に因んで」    森賢司 米山奨学委員長   

 本日は二つの内容を関連づけてお話し

いたしたいと思います。米山委員長として

米山月間に関するお話と、昨年来ご推薦

いただいております「遠き道展」の話で

す。今回のお話は意見を述べるというより

もロータリーの歴史を述べたものであり、

他意はなくお話としてお聞き願いたく存じ

ます。 

 古いお話になりますが１９２３年にセント

ルイスで国際大会がございました。その当

時社会奉仕に関し論争があり、ロータリー

分裂の危機が生まれていました。 

 ロータリーは職業別の親睦団体であり

商売の組織であるという人々、ロータリー

は富める者の団体でもあるから積極的に

社会奉仕をすべきだという人々、１９１３年

以来の論争から決議２３－３４はその分裂

を避けるために考えられたものです。決

議の中で、ロータリアンが団体として行っ

てもいい社会奉仕活動が規定されていま

す。 

a) ロータリーの会員の数には限りがあるの

で、ロータリークラブは、市民全体の積極

的な支持なくしては成功しえないような広

範囲の社会奉仕活動は、ほかに地域社

会全体のために発言し、行動する適切な

市民団体などの存在しない土地の場合に

限り、これを行うこととすべきであり、商工

会議所のある土地では、ロータリークラブ

はその仕事の邪魔をしたり、横取りをした

りすることのないようにしなければならな

い。しかし、ロータリーアンとしては、奉仕

を誓い、その理念の教えを受けた個人とし

て、その土地の商工会議所の会員となっ

て活躍すべきであり、また、その土地の市

民として、他の善良な市民と一緒に広くす

べての社会奉仕活動に関与し、その能力

の許す限り、金や仕事のうえでその分を

果たすべきである。 

b) ロータリークラブは、仕事の重複を避け

るようにする必要があり、総じて、他に機

関があり、それによって既に立派に行わ

れている事業に乗り出すようなことをして

はならない。  

c) ロータリークラブの奉仕活動は、なるべ

く現存の機関に協力する形で行うことが望

ましいが、現存機関の設備や能力が目的

の遂行に不十分である場合には、必要に

応じ、新たに機関を設けることにしても差

し支えない。ロータリークラブとしては、新

たに重複した機関をつくるよりも、現存の

機関を活かすことのほうが望ましい。 

 この内容をお読みになられてわかること

は現実的にはできる社会奉仕活動がほと
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 ＜私の職場を紹介します＞  今週は…山口尚志ボランティア委員長    

 学校法人山口学園 くずは青葉幼稚園 

①創業のきっかけ 昭和52年、大阪府より学校法人設立認可を受けくずは青葉幼稚園設立 

④職員・仕事に対して心がけている事  「一生懸命の幼稚園」の姿勢を貫く 

  

③経営理念   
模倣から創造へ＜変化の先取り＞多様化、複雑化する社会構造と教育構造の真意を捉え次代を担う子どもの生 

                          育を真摯に考え、変化を先取りする 

          ＜満足度を高める＞保護者ニーズの真意を捉え保護者との連携をより構築し、満足度を高める 

           ＜一生懸命の園＞全てに対して「一生懸命な姿勢」を貫き、結果のみを重視することなく過程をも 

                          重視した幼児教育を実践する 

           ＜自己評価等＞教育水準の向上を図り、園の目的を実現するため教育活動その他の学 校運営 

                           の情況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表する 

           ＜情報の積極的な提供＞園の教育活動その他の学校運営の情況について保護者等に 

             対して積極的に情報を提供する 

                       ＜危機管理体制の構築＞危機管理体制を構築し安全管理を徹底する 

学園の使命   ＜地域幼児教育センターとしての機能を果たす＞地域幼児教育センターとして、教育相談・子育 

             て支援・情報交換室の開放・進学相談・保育研究等を実践する 

                        ＜教育情報の発信と子育て支援＞ホームページを活用し、子育て情報、教育情報等を発信し 

                           家庭・保護者の教育力を高める 

②年商・従業員数 幼稚園教諭１３名、園務員１名、通園バス運転手２名 合計 １６名  

んどないことが規定されています。この決

議になじめなかった人たちがロータリーク

ラブよりもライオンズクラブを選びました。 

 日本のロータリークラブは米山梅吉氏が

創設したものであります。又、米山奨学会

は米山梅吉氏の遺産を基に創設された

事はご存じのことと思います。では何故米

山奨学会がロータリーと深い結びつきが

ありながらロータリークラブとは独立した組

織のような形をとっているか。それは決議

２３－３４があるからです。実は決議が行

われていた当時ロータリーの思考には開

発途上国の人を助けるという思考があっ

たかどうかは疑問です。 

 「23-34の決議によって、他の機関や施

設と重復したり競合しないよういましめられ

ている。・・・開発のおくれている国の文盲

を無くし貧困を退治しスラム街を解消しよう

ということは、既に政府にも民間にもいろ

いろの機関や施設ができている今日、い

たずらに重復と競合とをもたらすものでは

ないだろうか。」には、誰しも異論を唱える

人はいません。しかし、政府や専門機関

がこれらの施策を実施できないほど貧しい

国が、世界に沢山あることも事実です。 決

議23-34は確かに素晴らしい決議です。し

かし、この決議が採択された1923年に、果

たして、開発途上国の人たちのことを考え

て、この決議を採択したかどうかは疑問で

す。決議23-34が当初、ロータリーの綱領

に基づく全ての活動を規制するものとして

採択されたドキュメントであることを考えれ

ば、その後に起こってきた活動とはいえ、

現在、人道的奉仕活動の大きな割合を占

めている世界社会奉仕と矛盾するような内

容のまま放置した責任は大と言わざるを

得ません。（出典 セントルイス決議２３－

３４ ２６８０地区 田中毅 ＰＤＧ 松本兼

二郞 国際ロータリー理事 直木太一郎Ｐ

ＤＧ）その中で日本独自の米山奨学会と

いうのは日本が世界を大事にするという姿

勢を表したものでありとても重要であり、皆

様のご支援をお願いいたしたく存じており

ます。 



ニコニコ箱メッセージ（敬称略） 

＊委員会報告の貴重な時間を頂いた喜びに  田中有 様 

＊久しぶりにくずはクラブを訪問できた喜びに 森光雄 様 

第１７９０回例会出席報告（１０月２６日） 

総会員数 出席者 出席率 

５６名 ３４名 ６８．００％ 

第１７８７回 例会補正後 出席率 ７６．００％ 

   メーク １名   欠席 １２名   除外 ６名 

お客様 田中有様 森光雄様（交野ＲＣ） 

ニコニコ箱 合計 ￥4,000 累計  ￥571,018 
○本日の配布物 

①ロータリーの友 11月号 

②卓話資料(小林正彦委員長） 

③ロータリー財団特別寄付のお願い 

④秋季家族例会のご案内 

〇本日の回覧物 

・ガバナー月信11月号 

〇地区行事等出席報告 

10/29 5RCｺﾞﾙﾌ大会 藤原、原田、初木、北川、小林 

    岩本、小北、岡山、高島、山口（伊）、山中、米田  

○地区行事等出席予定             

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 

11/17 地区研修委員会               金森 
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  １１月１１月  祝入会記念日祝入会記念日  
  

原田武夫会員（H2年） 

岩本昌治会員（H3年） 

北川順清会員（H4年） 

高島叔孝会員（H4年） 

今西義人会員（H7年） 

畠仲 聡 会員（H8年） 

岡山量正会員（H8年） 

若林尚史会員（H８年） 

山本正夫会員（H8年） 

田中一眞会員（H22年） 

おめでとうございます！ 

１１月１１月  祝お誕生日祝お誕生日  
  

稲田博旭会員（ ４日) 

平尾公介会員（２５日） 

中谷賀久会員（２６日） 

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/ 

＜ 地区大会・移動例会のお知らせ ＞ 

 

＊2011年11月１１日(金) シェラトン都ホテル大阪 

 13時～17時30分 開会式  

 18時～20時30分 RI会長代理夫妻歓迎晩餐会  

 

＊2011年11月12日（土） 

 移動例会『湖陽樹』谷町線谷町4丁目8番出口すぐ  

 11時３０分～例会・お食事 

 13時～17時30分 NHKホール 

 ・本会議 「基調講演」京都大学教授 中西輝政氏 

 ・解散 

＜５RC親睦ゴルフ大会報告＞ 

２０１１年１０月２９日（土） 於：交野カントリークラブ 

 秋晴れのゴルフ日和の中、恒例の5RCゴルフコンペ

が交野CCにて開催され、個人・団体戦ともに優勝し

ました。結果は下記の通りです。 

 

  

＜個人戦結果＞  

            ｱｳﾄ  ｲﾝ ｸﾞﾛｽ  HDCP ネット 

優勝 高島叔孝  46  50  96   25.2  70.8 

 2位 田邊 誠    47  49  96   25.2  70.8 

 3位 小林正彦  42  43  85   13.2  71.8 

 4位 平田至宏   47  52  99   26.4  72.6 

 5位 岡山量正   46  41   87    14.4   72.6 

 

＜団体戦結果＞     ｸﾞﾛｽ  HDCP  ネット 

優勝 くずはRC   349   58.8  290.20 

2位  枚方 RC    393   94.8  298.20 

優勝の高島会長エレクト おめでとうございます！ 


