
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 

今後の予定 

10/8 
（月祝） 

・５RC親睦ｺﾞﾙﾌ大会 

 交野ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 

10/10 

(水) 

・卓話 

  稲田義治 会員 

・国際奉仕/世界社 

 会奉仕合同委員 

 会 

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 

10月：職業奉仕・米山月間 

第１８３４回 例会プログラム 
２０１２年１０月３日（水）  くずはゴルフ場 

●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 

●地区大会ＰＲ 

 大阪中之島ＲＣ 小林俊明様 

            松任保勇様 

●幹事報告 

●委員会報告 

 ・出席状況報告他 

●3分間スピーチ  

     足立恒雄 会員 

●卓話 

「職業奉仕月間にちなんで」 

 中村雄策 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> 

 高島、原田、畠仲、川島、今西 

 北川、山口(伊)、藤原、多田 

 重田、中村、上山、西田 
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原点回帰～ロータリーのきずなとともに

2012-13年度 第13号 

おめでとうございます！ 

１０月１０月  祝入会記念日祝入会記念日  
  

足立恒雄会員（Ｓ５０年） 

南  武 会員（Ｓ６２年） 

小北英夫会員（Ｈ６年） 

原  正和会員（Ｈ１６年） 

１０月１０月  祝お誕生日祝お誕生日  
  

今中七郎会員（６日) 

中西庸夫会員（８日） 

稲田義治会員(１１日) 

 

2012-13年度高島会長テーマ 

 『                      

              』           

                                            

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

10 

10 田中（一）会員 

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「カクトラノオ 」  

花言葉：望みの成就・達成・希望 

カクトラノオはキタアメリカバージニア州原産で、日本

には大正時代に観賞用として渡来。夏から初冬にか

けて茎の先端に淡紅色や紫紅色・白色などの花を咲

かせます。属名のフィソステギアはギリシャ語の「Physa

（袋状組織）」と「stege（覆い）」で、膨らんだ萼という意

に由来します。 和名はこの花の花穂が長く虎のしっぽ

のような感じと茎が四角いので「カクトラノオ（角虎の

尾）」。よく呼ばれるのは「ハナトラノオ（花虎の尾）」。 
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会 長 の 時 間 

 本日は故嶋中会員のご令息様わざわざとご来訪下さいまして、ご丁重なお礼のご挨拶を

賜り、恐縮いたしております。 

 日本ボーイスカウト大阪連盟枚方第17団、団委員長の田端興人様のほか、稲田博旭会

員の紹介による「住まいるカレッジ」代表幹事の麻生真琴様を迎え、「ビジネスに活かす心

理学活用法」について、卓話を賜る事ができますのを期待しております。 

                              『原点回帰』 

ご挨拶 

〇広告紙の図式変換 

 ・主点の在り方   ・顧客のひきつけ方法 

〇家族対象の宣伝 

 ・女性の主対象    ・人気のあるタレントを採用 

 ・野球選手の有名人 

〇日常生活の重点のおき方 

 ・利用変換手段   ・保険型的なねらい 

 

 会員の意見要望などを聞きながら説明 

卓 話 

「ビジネスに活かす心理学活用法」  

  住まいるカレッジ代表幹事 麻生真琴 様 （紹介者 稲田博旭会員） 

 毎々格別のご厚意を頂き、衷心より感謝申しあげま

す。 

 皆様方の御支援を無にする事なく、今後とも努力し

て参りますので、よろしくお願い致します。 

 

＜活動報告＞ 

大阪連盟創立60周年記念キャンポリー 

 大会テーマ  『 Ｌｅｔ’ｓ Ｇｏ Ｇｏｏｄ Ｃａｍｐｉｎｇ 』 

           ～ 班旗を立ててキミの未来へ ～ 

◆ 大会 ４つのコンセプト ◆ 

 その１ “標準隊として参加する” 

 その２ “キャンポリーをエコキャンプ大会として実施する” 

 その３ “ボーイスカウト活動の広報活動と仲間を増やすための取り組みとする” 

 その４ “隊生活においての独自のエコキャンプを展開する” 

日時：２０１２年８月１３日（月）～１８日（土） 

場所：陸上自衛隊信太山演習地 ａｎｄ 大阪市立信太山青少年野外活動ｾﾝﾀｰ 

 

   246個隊・1,738人の熱い仲間が、未来に向かい友情を深めました。 

日本ボーイスカウト大阪連盟枚方第17団 団委員長 田端 興人 様 

高島会長より田端団委員長に今年度の

支援金が渡されました。 
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＜社会奉仕委員会活動報告＞ 

 

 

 

☆新コーナー 「私のきずな」  

     第１１回       駕田  毅 会員   

 私は、ダイコロ(株)の創業１４年目(昭和４２年)の春に入社いたしました。早４５年の月日が

過ぎ去りました。卒業生の増加に伴う社会の(学校アルバム)需要の増大により昭和４５年、私は、松本 甫

会長(写真左、元くずはロータリークラブ会長)に同行し、国内生産を補う拠点とするために台湾に生産工

場を設立しました。コロタイプ印刷工場でした。 

 当時の企業では海外生産工場の設立もようやく見え始めた頃で、特に同業他社では考えられない快挙

でした。先手必勝は、一つに、企画力による営業戦略と生産性の向上にあったと言えます。その渡台の折

りに会長より学んだ色々な経営上の苦労談を拝聴したことが、今になってみれば大きな滋養となって今日

の私の指針となっております。 

  私は、前会長の燃える情熱こそがダイコロの魂の

姿であると心震るわせたものでした。 

帰国(昭和４９年)後、工場経営や総務のあらゆる事

を教えていただいたのが岸、元専務(写真中央、元く

ずはロータリークラブ会員)でした。平成４年に若くし

てご逝去された同年１２月に、松本会長命令でくず

はロータリークラブに入会させられました。これが皆

様との絆の始まりでした。 

 

 

   オレンジのバラ 花言葉：絆 

 

 9月２７日(木）には牧野生涯学習市民センターにおい

て午前１０時～１２時、午後１時～４時まで献血キャン

ペーンを実施致しました。 

    

  

 9月25日(火）午前７時３０分より牧野駅において 

献血キャンペーンのチラシ配布を実施致しました。 

  

 

参加者：高島、畠仲、稲田(義)、金森、岩本、川島、北村 

     三木、西田、多田、橘、上山、山本（正）  

 

     会員の皆様、ご協力ありがとうございました。 

採血受付数 ８２名 採血数合計７１名 ４００ml ６２名 

                         ２００ml   ９名 

 

参加者：高島、原田、畠仲、初木、岩本、北川、北村 

     國田、多田、上野、上山、山本（正）、粟津 

     稲田（博）、森川 



第１８３３回例会出席報告（９月２６日） 

総会員数 出席者 出席率 

５７名  ３１名 ５９．６２％ 

第１８３０回 例会補正後 出席率８０．００ ％ 

   メーク ５名  欠席 １１名   除外 ７名 

  お客様  麻生真琴様(住まいるカレッジ代表幹事) 

         田端興人様（ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ枚方団委員長） 

         中土    浩様(大阪西ＲＣ) 

         嶋中孝彦様（故嶋中会員ご子息） 

 

 

２０１２年１０月の 

 ロータリーレート １＄＝８０円 

 

 

○本日の配布物 

①１０月３日週報 

②ロータリーの友１０月号 

③第1回情報集会のご案内 

〇本日の回覧物 

①ガバナー月信10月号 

②地区国際奉仕委員会ニュースレター 

○地区行事等出席報告 

9/27 献血ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ  

    高島、原田、畠仲、初木、岩本、北川、北村 

    國田、多田、上野、上山、山本（正）、粟津 

    稲田（博）、森川 

9/27 地区ＦＶＰ委員会               初木 

9/28 枚方市社会福祉協議会評議員会 畠仲、國田 

○地区行事等出席予定     

10/8 ５RC親睦ゴルフ大会 

    稲田(義）、山口（伊)、原田、高島、橘、山中 

    北川、小林、米田 

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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＊非常に参考になる卓話を聴いて      藤原和彦           

 

 

＜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  

                   (場所は後日参加者に連絡) 

〇参 加 費 会 員 ７，０００円 

        ご家族 ４，０００円 (学生以下無料）

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 

       小学生以下は「お子様ﾒﾆｭｰ」 

   13：30 出発 

   14：30 名古屋セントレア空港 

        空港滑走路見学コース 

   16：00 出発 

   19：00 京阪樟葉駅 到着 

親睦委員会 

＜ 第１９回５RC親睦ゴルフ大会のお知らせ ＞ 

 

 ＊日 時 ： 2012年10月8日（月/祝） 

 ＊スタート時間 OUT/IN 共に８時     

 ＊場 所 ： 交野カントリー倶楽部 

 ＊会 費 ： 10,000円 


