
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 

●三村雄太郎ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ご挨拶 

●幹事報告 

●委員会報告  

 ・出席状況報告・他 

●卓話     

  川島吉博プログラム委員長   

●その他  

 ・ニコニコBOX報告 

●13:30 閉会の点鐘 

● 

●本日の会合 

＜三村雄太郎ガバナー補佐との 

    クラブ協議会＞（敬称略） 

 山口(伊)、北川、初木、三木 

 小西、高島、岩本、國田、畠仲 

 中野、日野、南、山中 

 川島、中谷、源本、米田、北村 

 原田、多田、辻村、畠仲 

 山口(尚)、原、小林、森、西田 

 木﨑、金森 

＜親睦委員会＞ 

 山中、宮田、小北、西田 

 田中(一)、山本（一）、玉村、橘 

 林（宏）、森、嶋田、小西 

今後の予定： 

12/17 

(土) 

・ｸﾘｽﾏｽ家族例会 

 竹茂楼 

12/21 

（水） 

⇒12月17日に 

 変更 

12/28 

（水） 

・定款により休会 

1/4 

(水) 

・定款により休会 

１/11 

(水) 

・新春祝賀例会 

・会長年頭の挨拶 

・定例理事会 

  

1/18 

(水) 

⇒19日（木）に変更 

1/19 

(木) 

・ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問 

3クラブ合同例会 

第１７９６回例会プログラム 
 ２０１１年１２月１４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』 

１２月：家族月間 

2011-12年度 山口会長テーマ 
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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 定款により休会 

１１ 南会員 

１８ ― 

２５ 宮田会員 

  

 1２月の花「はぼたん」 

 花言葉：祝福・愛を包む・利益・ 

 物事に動じない 

 ハボタンはヨーロッパ原産のキャベツ 

  を観賞用に改良した品種で、多くは日 

  本で作出されました。日本には17世紀 

  頃オランダ船に乗ってやってきたとさ 

  れています。 

四十七士討ち入りの日、義士祭(東京都高輪泉岳寺)、赤穂義士祭（兵庫）

▲平清盛の女徳子、法皇の猶子として入内(1171)▲大石良雄以下四十七

士が本所の吉良上野介邸に討ち入り(1702)▲中学校令改正で男女別学

となる(1891)▲ライト兄弟が動力航空機による初飛行に成功。約３秒半、35

ｍの距離を 見事に飛翔(1903)▲ノルウェーのアムンゼンと４人の隊員が

南極点初到着(1911)▲ボクシングで世界初の日本人同士のタイトルマッチ

(1967)▲石油ショックで民放５社深夜放送自粛決定(1973)▲最後のＳＬ、

国鉄室蘭本線で走る(1975)  
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表 彰 式 

 おめでとうございます 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリー財団PHFマルチプル  

    小北英夫会員        

クラブ協議会 

クラブ全員協議会・年次総会開催 

『 2012～13年度理事・役員並びに2013～14年度会長決定 』 

   会  長     高島 叔孝  会員    

   直前会長   山口伊太郎 会員 

   会長ノミニー 北川 順清  会員 

   副会長     原田 武夫  会員 

   幹  事     畠仲  聡  会員 

   会  計     今西 義人  会員 

   Ｓ Ａ Ａ     川島 吉博  会員 

   理  事     藤原 和彦 会員 

   理  事     中村 雄策 会員  

   理  事     重田 惠年 会員 

   理  事     上山 芳次 会員   

   理  事     多田 利生 会員 

卓 話 

「家族月間にちなんで」 

           山中 卓 親睦委員長 

1995-96年度ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ・

ブラウン会長じはせき亜

平和は地域、家族から

始まるとの考えを表明。

2003-04年度ｼﾞｮﾅｻﾝ・ﾏ

ｼﾞｨｱﾍﾞ会長が家族の重

要性を主眼にしたことを

称え12月を「家族月間」

として指定。今年の流行語に「絆」がありま

す。人と人のつながり、地域と地域のつなが

りすべて絆で表現されており、絆が強ければ

強いほど有効・交流がありこれらすべて家族

が基本となっています。 

 12月17日に開催の「年越し親睦会」には是

非ご家族そろってご参加ください。 

先週の例会 

＜ 12月お誕生日祝・入会記念日祝 おめでとうございます ＞ 

誕生日祝 小北英夫 会員     誕生日祝 山口尚志 会員         誕生日祝 岩本昌治 会員 

入会記念日祝 駕田毅 会員    入会記念日祝 山口伊太郎 会長    入会記念日祝 初木賢司 幹事   
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報  告 

⑦我が社自慢 弁護士が10名ほど所属しておりますので、規模が大きい事件や複雑な事件にはチーム 

           （複数人体制）で対応することが可能です。  

 ＜私の職場を紹介します＞  今週は…原 正和 世界社会奉仕委員長    

 弁護士法人あすなろ あすなろ法律事務所 

 

④仕事の内容  中小企業法務（労働問題、債権回収、契約書作成・チェックなど）、不動産関連事件、渉外案

件、事業再生、デリバティブ取引、一般の民事・家事事件（損害賠償請求、遺産分割、成年後見、遺言作成な

ど）、刑事事件等、様々な種類の事件を扱っています。  

⑤仕事にまつわるエピソード  ロータリーに入会させて頂いたのは、寝屋川の土地境界争いの件で土地

家屋調査士さんの事務所で打ち合わせをしていた時に、たまたま上山会員がその事務所にやって来られ、その

際、「君、ロータリーに興味あるか」と聞かれ、「あります」と答えたのがきっかけでした。本当に偶然の出来事でし

た。上山会員には大変感謝しております。   

①創業のきっかけ 平成15年4月に津田弁護士と池田弁護士が事務所を開設。 

 私は、同じ年の7月に合流しました。当事務所は平成22年5月に法人化しました。 

⑥社員や仕事に対して心がけている事    

 スピーディかつフットワーク軽く対応し、依頼者にとって最も望ましい形の解決を目指すこと。 

③企業理念  中小企業をトータルかつ高品質なリーガルサービスでサポートし、市民の相談にも親身

になって丁寧に対応するとともに、環境問題を中心とした社会問題にも積極的に関わっていく。  

②年商・従業員数 弁護士10名、事務員12名。うち弁護士1名、事務員2名は、奄美大島の事務所にて勤務。 

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 
2011.12.11(日)         於：サンヨースポーツセンター 

 

  優勝決定戦は、門真ヤンキーズ対高槻ベースボールクラブの対戦となり、延長戦の末７対３で門真ヤンキーズの優勝。

２位高槻ベースボールクラブ・３位交野レインボーズ・同じく３位美濃山ファイアーズで３ヶ月に亘る熱戦が終わりました。    



ニコニコ箱メッセージ（敬称略） 

＊入会記念品を頂いた喜びに感謝して     初木賢司 

＊クラブ年次総会を恙なく終えた喜びに     北村 隆 

＊入会記念品をいただいて             駕田 毅 

ニコニコ箱 合計 ￥22,000 累計  ￥646,018 ○本日の配布物 

①ガバナー公式訪問枚方・交野・くずはＲＣ合同例会の 

 ご案内 

〇本日の回覧物 

①枚方交野交通安全協会報 

②I．M（ｲﾝﾀｰｼﾃｨﾐｰﾃｨﾝｸﾞ）出欠表 

〇地区行事等出席報告 

12/7 日本赤十字社献血功労者・団体表彰式  國田 

12/11 第5回くずはRC杯枚方少年野球ｼﾞｭﾆｱ大会 

    山口（伊）、初木、岩本、駕田、北村、宮田、高島 

    上野、山口（尚）、米田、日野  

○地区行事等出席予定 

1/14第2回地区財団FVPセミナー 
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ガバナー公式訪問 

枚方・交野・くずはRC合同例会のご案内 

 

■日 時 ２０１2年１月1９日（木） 

       １２：３０～１３：３０ 

■場 所 ひらかた仙亭 

       枚方市大垣内町3-1-20 

       ☎072-846-3333 

第１７９５回家族例会出席報告（１２月７日） 

総会員数 出席者 出席率 

５６名 ３１名 ６４．５８％ 

第１７92回 例会補正後 出席率 ６６．６７％ 

   メーク ８名   欠席 １６名   除外 ２５名 

クリスマス家族例会のご案内クリスマス家族例会のご案内クリスマス家族例会のご案内   

 

 ☆日   時： 2011年12月17日(土) 

        17:００～受付 1７:３0～開会 

 ☆場  所： 竹茂楼（美濃吉本店）          

        京都市左京区粟田口鳥居町65 

         075-771-4185 

＜グルメ同好会 三九会開催＞ 

2011.12.7(水) 於：洛雲荘 

賀茂川の源流、雲ケ畑にある

料理旅館「洛雲荘」にて美味

しいぼたん鍋を堪能。 

＜竹茂楼 地図＞ 

  地下鉄東西線： 

    東山駅下車  

      徒歩５分 

 

地下鉄 

東西線： 

東山駅 

 〒 

 


