
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 

●インターシティミーティングＰＲ 

 ホストクラブ 四条畷ＲＣ 

●幹事報告 

●委員会報告  

 ・出席状況報告・他 

●３分間スピーチ 木﨑会員 

 

●外部卓話 

 「もんぺ座 活動報告」 

 もんぺ座座長 犬伏和江様   

●その他 ・ニコニコBOX報告 

●13:30 閉会の点鐘 

●本日の会合 

＜指名委員会＞11:00～ 

 山口（伊）、高島、岩本、北村 

 初木 

＜親睦委員会＞例会終了後 

 山中、宮田、小北、西田、嶋田 

 田中（一）、山本（一）、玉村 

 橘、林(宏)、森、小西 

今後の予定： 

12/7 

（水） 

・クラブ全員協議会 

 年次総会 

・卓話「家族月間に 

 因んで」 

 山中 卓 委員長 

・定例理事会 

・三九会 

12/11

(日) 

・少年野球ジュニア

大会決勝戦・閉会

式 

12/14 

（水） 

・ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問 

・卓話 

 川島吉博委員長 

・ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐との 

 クラブ協議会 

12/17 

(土) 

・ｸﾘｽﾏｽ家族例会 

  

12/21 

（水） 

⇒12月17日に 

 変更 

  

第１７９４回例会プログラム 
 ２０１１年１１月３０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』 

１１月：ロータリー財団月間 
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▲初めての対等条約、メキシコとの修好通商条約を締結(1888)▲北里柴

三郎、福沢諭吉の援助を得て芝公園内に木造２階建ての「大日本私立 

衛生会伝染病研究所」設立(1892)▲日本ラグビー協会設立(1926)▲東京

都首都圏衛生局、初めてのスモッグ警報(1965)▲金田正一引退(1969)
▲32年ぶりにアメリカ軍立川基地を全面的に返還(1977)▲世界初の自動

焦点カメラ「コニカＣ35AF」発売(1977)▲日本学術会議で、初の女性会員

誕生(1980)▲キャプテンシステムが実用化になる(1984)▲オランダで世界

初安楽死法成立(1993)  

  

 11月の花「宿根カスミソウ」 

 花言葉：人の魅力を引き出す 
  中央アジア原産。                     

・春から夏の間、かすみをかけたような         

  無数の白い小花を咲かせる。                 

  花びらが大輪のタイプのものもある。         

・花束に、アクセントとしてよく使われる。   

・別名「ベビーズブレス」（赤ちゃんの吐息） 

11 ３０ 木﨑会員 

12 

７ 小林会員 

１４  

２１ →17日変更 

２８ 定款により休会 

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

1 

４  

１１ 南会員 

１８  

２５ 宮田会員 
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  去る10月29日(土)交野ＣＣにて開催さ

れた５ＲＣ親睦ゴルフ大会は、個人戦で

高島叔孝会員が優勝、小林正彦会員が

3位、岡山量正会員が5位。団体戦では

当クラブが独走して優勝の栄冠を飾るこ

とができ、大変喜ばしく思っております。 

 次に来る11月11日から13日まで寝屋

川・香里園両クラブ共催による「東北支

援お買物市ｉｎ寝屋川」が催されます。 

ご都合のつかれます方々のご参加、ご

協力を頂ければとご案内とお願いを申

しあげます。 

会長の時間 

 卓 話    
「ロータリー財団月間に因んで」   小林正彦 委員長      

〇８月27日開催 地区財団セミナー報告 

・財団の３プログラム 

・ポリオ2億ドルチャレンジ 

・財団と地区の人道的補助金について 

〇ロータリー財団未来の夢計画      

ﾛｰﾀﾘｰ財団が2017年に創立100周年を

迎えることを踏まえ、管理委員会は面接

や調査、ﾌｫｰｶｽｸﾞﾙｰﾌﾟ、意見交換会を

通じて多種多様な関係者の意見を取り

入れ、未来の夢計画を立案し、2013年7

月から実施予定。 

 

「遙か東北に想いを馳せて」  

              北村 隆 会員 
 

 今年は国難ともいうべき東北大震災と津

波そして紀南の水害。あの酷しかった残

暑の最中、当クラブから東北支援にご苦

労頂いた模様をＤＶＤで拝見し、その爪痕

の凄絶さに驚き、今なお多くの方々が困

難な状況の中で暮らしを余儀なくされてい

ることに思いを新たにいたします。 

 嘗て私も訪れたことのある美しい太平洋

の海面を想起してはあの海水が急激に盛

り上り、岸に押し寄せては人や家屋を沖へ

運び去って行った津波。白くて恐ろしい波

しぶきと轟音の情景を想像するとき、過去

にも襲われた津波の事例を省みたく図書

を探してみました。 

 

〇「海の壁」を改名した「三陸海岸大津

波」本年6月、第12刷におよんだ吉村昭著

者の単行本は、明治29年、今より115年前

の6月に襲った津波―青森・岩手・宮城の

三県にわたる太平洋に面した三陸沿岸で

の災害―をはじめ、幾多の津波事例が記

されています。 

 筆者は津波の研究家でもなく、専門的

知識が乏しいまま、旅行者として三陸の海

岸線を巡っては、海上に船を出して壮絶

な断崖を見上げながら記録された地方史

ともいうべきもので、心打たれた二、三の

項目をあげてみました。 

 

〇明治29年の津波 

 津波は海底地震と火山爆発によるもの

があり、この時は海底地震によるものと断

定。 

 当時の日本は明治維新以来、列強の威

力におびえながらも着実に経済力を伸ば

し、軍事力の整備にもつとめてきていた。

そして、2年前の明治27年には内乱の発

生した韓国をめぐって、日本は東洋最大

の軍備を誇る清国と開戦、勝利しての戦

勝気分に沸き立っていた頃でした。 

 沿岸ではマグロが大漁、村内を流れる

大須賀川をせき止めてそこに収容したほ

どで漁はマグロ以外にも鰯やカツオが処

置に困難するまでに、とれたといわれてい

ます。 

度々の津波被害  死者数  流失家屋 

・明治29年大津波 26,360名  9,879戸 

・昭和8年 〃      2,995名  4,885戸 

・昭和35年チリ大津波  105名  1,474戸 

 

〇著者が常宿していた旅館の女主人の話 

 津波が来襲する直前には海水が沖に急

激にひいて海底が広々と露出していた。 

 おそらく海草が拡がっているだろうと思っ

たところ海底は茶色い岩だらけであった。 

 

〇生々しい感じ 

 海は人々に多くの恵みを与えてくれると

同時に、人々の生命を脅かす過酷な試練

をも課するものである。海は大自然の常と

して、人間を豊かにする反面、容赦なく死

をも強いるものである。 

３分間スピーチ 
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Weekly Club Bulletin 

移動例会地区大会 

⑦我が社自慢 冷間圧造の“心臓”とも言える金型を内製し、そのレベルは日本国内では「５本の指に入る」と 

           自負しております。 

 ＜私の職場を紹介します＞   今週は…西田英夫青少年交換委員長    

 株式会社 大阪螺子製作所 

④仕事の内容  過去は自動車用の標準ボルト類が多かったですが、 

最近ではより付加価値の高い、冷間圧造パーツへ移行しています。 

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）  

・金型メーカーに負けない金型の社内内製化を実現し、ユーザーに「凄い！」と言わせたこと 

・中国へ進出するも、事実上失敗に終わり悔しい思いをしたこと 

・５年前にドイツの同業他社を訪問した際、最先端の技術とビジネスモデルを目の当たりにし、当社が 

 あまりにも幼稚であることを思い知らされ愕然としたこと 

①創業のきっかけ 祖父が76年前、大阪市大正区で創業しました。 

 当時は農機具用のピン類等を製造・販売したと聞いております。 

⑥社員や仕事に対して心がけている事  

我々は常に日本一の高みを目指し、抜群の品質・コスト・提案力で、需要家はもとよりエンドユーザーにも高い 

満足と信頼を得ます。また目標と目的を明確にし、常に最善と最短を意識し考えます。 

③企業理念 品質は企業存続の原点 ②年商・従業員数 年商70億円 従業員は200名 

２０１１年１１月１２日（土）  

 〇移動例会 於：湖陽樹（大阪市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〇地区大会本会議  

   於：ＮＨＫホール 

 

 

 

 

 

秋季家族例会 

２０１１年１１月１９日（土）  

於：湖東三山拝観と紅葉観賞ツアー 

 

 釈迦山百済寺、松峰山金剛輪寺、龍應山西明寺を拝観 

 出席者 27名（敬称略） 
 原田、畠仲、初木、日野、平尾、今中、岩本 駕田 

 金森、川島、北村、小西、國田、宮田、中野、多田 

 橘、高島、辻村、上野 、上山、山口（伊）、山口（尚） 

 山本、吾郷、南、山中 

 冷たい雨の中、会員12名ご家族6名で湖東三山の

紅葉観賞、藤居酒蔵見学を楽しみました。少人数で

はありましたが和気藹々の親睦会となりました。 

一休庵にて 例会・食事 

NHKホール１Fで当クラブの東日本震災支援活動が紹介 



ニコニコ箱メッセージ（敬称略） 

＊例会並びに諸行事欠席ばかりですみません 藤原和彦 

＊入会記念品を頂きました喜びに          北川順清 

＊毎回皆様と歌を歌える喜びに          川島吉博 

＊5ＲＣゴルフコンペにて優勝のよろこびと 

 11月入会記念品を頂いたよろこびに      高島叔孝 

＊入会記念品を頂いた喜びに           山本正夫 

＊入会記念品を頂いた喜びに           原田武夫 

＊例会欠席のお詫びに               重田惠年 

第１７９１回例会出席報告（１1月2日） 

総会員数 出席者 出席率 

５６名 ３０名 ６１．２２％ 

第１７８８回 例会補正後 出席率 ８０．００％ 

   メーク ３名   欠席 １０名  除外 ６名 

ニコニコ箱 合計 ￥48,000 累計  ￥619,018 

○本日の配布物 

①第5回くずはRC杯枚方少年野球ジュニア大会決勝戦 

 閉会式ご案内 

〇本日の回覧物 

①鹿港東ＲＣ創立６周年記念式典案内 

②IM（インターシテｨミーティング）出欠確認表 

〇地区行事等出席報告 

11/11 地区大会                    北川 

      晩餐会              山口（伊）、初木 

11/12 地区大会本会議 

 原田、畠仲、初木、日野、平尾、今中、岩本、駕田、金森 

 川島、北村、小西、國田、宮田、中野、多田、橘、高島 

 辻村、上野 、上山、山口（伊）、山口（尚）、山本、吾郷 

 南、山中 （以上27名） 

11/17 地区研修委員会                 金森 

11/29 幹事会                      初木 

○地区行事等出席予定 

12/3 枚方市社会福祉協議会設立60周年式典 粟津 

12/7 日本赤十字社献血功労者・団体表彰式  國田 

〇メークアップ 

１１/７ 今中七郎会員  大阪西ＲＣ   
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三村ガバナー補佐とのクラブ協議のお知らせ 
  ■日 時 ２０１１年１２月14日（水） 

         例会後～ 

  ■場 所 例会場 

  ■出席者 理事・役員・委員長 

  山口（伊）、北川、初木、小西、三木、高島、岩本 

  畠仲、國田、中野、日野、上山、山中、川島、中谷 

  源本、米田、北村、原田、多田、辻村、山口（尚） 

  原、小林、森、西田、木﨑 

第１７９３回家族例会出席報告（１１月１９日） 

総会員数 出席者 出席率 

５６名 １２名 ２６．０９％ 

第１７90回 例会補正後 出席率 ８０．００％ 

   メーク ６名   欠席 １１名   除外 ６名 

参加 ご家族 6名   

第１７９２回移動例会出席報告（１１月１２日） 

総会員数 出席者 出席率 

５６名 ２４名 ５０．００％ 

第１７８９回 例会補正後 出席率 ７７．０８％ 

   メーク ７名   欠席 １１名   除外 ８名 

 

第5回くずはＲＣ杯枚方少年野球ジュニア大会 

決勝戦・閉会式のご案内 
  ・日 時：201１年12月1１日(日)10時～  

  ・場 所：サンヨースポーツセンター 

グルメ同好会「三九会」開催のお知らせ  

  ■日   時 2011年12月７日(水) 

  ■場   所 洛雲荘 京都市北区雲ケ畑出谷町 

  ■集合場所 樟葉駅上りﾎｰﾑ京都寄り待合室16時 

  ■会   費 ８，０００円   


