
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 

今後の予定 

10/17 

(水) 

・定款により休会② 

10/20 

（土） 

秋季家族例会 

中部国際空港滑走

路見学と名古屋懐

石ツアー 

10/24 

（水） 

⇒20日に変更 

11/7 

(水) 

・「ﾛｰﾀﾘｰ財団月間に 

 因んで」 

 國田欣吾委員長 

・定例理事会 

10/31 

(水) 

・卓話「米山月間に 

 因んで」 

 橘喜久夫委員長 

 

10月：職業奉仕・米山月間 

第１８３5回 例会プログラム 
２０１２年１０月１０日（水）  くずはゴルフ場 

●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  

     田中一眞 会員 

●卓話「くずはロータリークラブに 

     入会して感じたこと」 

      稲田 義治 会員 

●その他  

 ・ニコニコBOX報告 

●１３：３０ 閉会の点鐘 

●本日の会合 

＜国際奉仕・ 

    世界社会奉仕合同委員会＞ 

 藤原、米田、林(宏)、田中(一) 

 粟津、吾郷、稲田(博)、多田 
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原点回帰～ロータリーのきずなとともに
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◆体育の日（2000年から10月第2月曜日に変更）▲日蓮、佐渡に流される

(1271)▲日本銀行開業(1882)▲大阪毎日、大阪朝日両新聞社同時に夕刊を

発行(1915)▲ファイティング原田、世界チャンピオンに(1962)▲慶応、順天堂両

病院にアイバンク開設(1963)▲アジア初、東京オリンピック大会開催。日本は

史上最多の16個の金メダルを獲得(1964)▲金田正一、400勝(1969)▲テレビ、

NHKでついに全放送時間がカラー化(1971)▲東京都葛西臨海水族園オープ

ン(1989)  

2012-13年度高島会長テーマ 

 『                      

              』           

                                            

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

10 

17 定款により休会 

24 ⇒20日に変更 

31 多田 会員 

11 

7 稲田（義）会員 

14 北村 会員 

21 ― 

28 山本(一)会員 

  

 １０月の花「 サフラン」  

花言葉：節度の美・陽気・喜び・愉快 

サフランは藤色の大きな花に鮮やかな黄色の雄しべと

細く赤い雌しべがよく目立つ花で、雌しべは独特の香

りを持ちます。古代ギリシアではこの赤い雌しべを採取

し、香料や染料、薬としてすでに栽培されていました。

現在でも雌しべを乾燥させたものを、鎮静や鎮咳強壮

作用などの薬用、料理の色づけ香りづけに用いられて

います。南仏の料理のブイヤベース、スペインのパエ

リヤ、イギリスのサフランケーキなどが有名です。 
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会 長 の 時 間 

 本席には、地区大会開催のPRのため、大阪中之島RCから小林様、松任様がご来訪くだ

さったのをはじめ、大阪大手前RCから木村様、田中様、そして米山奨学生の董璞玉さんを

迎え、多彩な会合を期待することができ喜んでおります。 

 今月は職業奉仕・米山月間にあたりますので、職業奉仕についてひと言申し述べますと

次のとおりです。これは、職業を通じて社会のニーズを完全に満たすため、自己の職業の

道徳水準を高め、社会から尊敬されるよう、ひいては地域社会の模範となるような努力を高

めることを主題とするものであります。詳細については後ほど、中村職業奉仕委員長から承

りたいと思います。 

                              『原点回帰』 

 ロータリアンは日々の仕事を通して生きる力の根本である自らの道徳的能力を高め、そ

れを社会に反映させることを責務と考えて努力しています。すなわち、ロータリアンは日常

の職業活動を通して、自分の職場の従業員、取引先の人達やその関係者、ひいては地域

社会の人達の模範となり、生きる力の根源である道徳的能力を向上させることに努めてい

るのです。このような仕事の仕方をロータリーでは、職業奉仕と呼んでいます。 

 ロータリアンは職場の外でも社会のニーズを充たすために、いろいろな活動をしていま

す。これは社会奉仕であり、活動の場が国際的であれば国際奉仕になりますが、それが自

分の職業の専門性を活かした奉仕であれば同時に職業奉仕の性格も備えていることにな

ります。職場の外での奉仕には、お金や物や労力を提供する奉仕、職場で培った知識・

技術を提供する知的奉仕などいろいろな奉仕があります。これらのうち知的奉仕は、それ

ぞれの分野で最高の知識、技術を備えたロータリアンにとっては、最適の奉仕の一つで

す。小学校、中学校への出前授業や職場体験学習はその一例となります。 

卓   話 

「職業奉仕月間にちなんで」   中村雄策 職業奉仕委員長 

おめでとうございます 

長寿祝（卒寿）今中七郎 会員     10月入会祝 足立恒雄 会員       10月入会祝 南 武 会員           

  10月入会祝 原正和 会員    10月誕生日祝 今中七郎 会員 
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☆「私と地域のきずな」  

     第１２回        山中  卓 会員   

 今から20年前、学校退職と同時に自治会・校区コミュニティ協議会の会長に推挙され、

これを受けました。当時の地域活動の中心は青少年健全育成・健康増進保持・環境整

備・福祉活動であり、何とか消化することで納得のボランティア活動でした。ところがここ近来、防災・防犯

活動が加わり、この部門が主流となって来た事は当然です。人の命に関わる事ですから。防災・防犯を語

るにつけ「絆」という言葉がクローズアップされます。多くの災害・事件が頻繁と起こる昨今、複雑な社会で

す。誰もが豊かな人間味ある暮らしを望みたいものです。向こう三軒両隣から知りあい、ふれあい、助けあ

いの三つの「あい」が生まれ、近隣の人からその輪がひろがり、地域全体の「愛」ある交流へと発展してい

かなくてはなりません。次に人と人のつきあいは信じ合う心、思いやり心、感謝の心を持つことにより成立

するものです。地域住民が「愛」と「心」を持ち合わせ、「明るい笑いと感激の涙の素晴らしい環境で暮らせ

たら…。こんな思いで取り組んできました。 

 地域活動の一端の例として、自主防災組織を結成し、災害に対峙しました。防災マップ、防災名簿の作

成、避難、消火、搬出、救護等々の訓練を成し遂げた時、地域住民の連帯感が高まり、「絆」が一層強く

なったように思われました。これが地域活動の基本と感じました。 

 昔から「遠くの親戚より近くの他人」あてになり、頼りになるのは「隣人や」と言う事です。また一度は耳に

したことがありましょう隣組という歌、 

 ①とんとんとんからりと隣組 格子を開ければ顔なじみ 廻して頂だい回覧板 知らせられたり知らせたり 

 ②とんとんとんからりと隣組 地震にかみなり火事どろぼう 瓦に役立つ用心棒 助けられたり助けたり 

 ③とんとんとんからりと隣組 何軒あろうと一世帯 心は一つ屋根の月 まとめられたりまとめたり 

 現在と表現こそ違え、隣近所の絆を歌ったものでしょう。 

 今後私はあたり前に考え、行動し、「元気な地域、安心安全の町づくり」に力を注ぎたく思っております。 

 ２０１２－１３年度国際ロータリー第２６６０地区 地区大会のご案内 

健全な心と 

   体の育成を 

～地球の 

 平和のために～ 

今年のノーベル医学生理学賞受賞山中伸弥・京都大教授 



第１８３４回例会出席報告（１０月３日） 

総会員数 出席者 出席率 

５７名  ３７名 ７１．１５％ 

第１８３1回 例会補正後 出席率 80.39％ 

   メーク 7名  欠席 １0名   除外 ７名 

  お客様  木村節三様(大阪大手前RC）   

         田中商人様（     〃     ） 

         松任保勇様（大阪中之島RC） 

         小林俊明様（   〃     ） 

         董 璞 玉 様（米山奨学生） 

○本日の配布物 

①１０月１０日週報 

②会員名簿作成のお願い 

〇本日の回覧物 

・第1回情報集会出欠表 

○地区行事等出席報告 

10/8 ５RCゴルフ大会 高島、原田、稲田(義)、北川 

            小林、橘、山口(伊)、山中、米田 

○地区行事等出席予定     

10/11 枚方市追悼式         高島、山本（正） 

10/14 米山奨学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ          橘 

10/27 地区財団委員長会議 

10/27 第2回研修リーダーセミナー 
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ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊九十才を迎え皆様によって生かされている自分を 

 みつめ感謝の気持ちで過ごしています   今中七郎 

＊入会記念品を頂いたお礼に         南   武 

＊ポロシャツ代として               山本正夫 

＊欠席が多くて申し訳ありません         小北英夫 

＊欠席のおわびに                小林正彦 

＊12月７・８日の地区大会への参加よろしくお願い 

 申し上げます       大阪中之島RC 松任・小林        

 

＜秋季家族例会のご案内＞ 

中部国際空港(ｾﾝﾄﾚｱ)滑走路見学と 

名古屋会席ツアー 

〇日    時 2012年 10月20日（土） 9時～19時 

〇集合場所 京阪電車樟葉駅前                   

〇行  程 9：00 京阪樟葉駅前集合 (バスにて移動) 

        12：15 割烹「うな善」にて名古屋会席 

        13:30 出発 

        14：30 名古屋セントレア空港滑走路見学 

        16：00 出発 

        19：00 京阪樟葉駅 到着 

親睦委員会 

＜野球同好会からのお知らせ＞ 
 第24回ＲＩ第2660地区ガバナー杯争奪戦軟式野球大会が

始まり、当クラブチームは10月7日（日）サントリー球場にて八

尾RCと対戦、山口伊太郎監督

のもと多田・日野会員のバッテ

リーで2回まで無失点、木﨑会

員の4つのエラーにも負けず

チーム一丸となって戦った結

果、13対６の大差で勝利しまし

た。 

 今後の試合日程は下記の通りです。会員の皆様、今後とも

参加・応援よろしくお願いいたします。 

日程・曜日 集合時間 場  所 試合相手 

10/14(日) 8:00集合 

9:00試合開始 

ｻﾝﾄﾘｰ球場 大阪城北

RC 

10/21(日) 8:00集合 

9:00試合開始 

イトーキグラウンド 大阪うつぼ

RC 

11/ 4(日) 8:00集合 

9:00試合開始 

サントリー球場 東淀川ちゃ

やまちRC 

11/11(日) 

 

9:50集合 

10:50試合開始 

ミキハウス球場 八尾東RC 


