
今日の歌♪ 

 「それでこそロータリー」 

どこで会っても 

 やあと言おうよ 

 見つけた時にゃ 

 おいと呼ぼうよ 

遠い時には  

手を振り合おうよ 

 それでこそ  

ローローロータリー 

今後の予定 

11/14 

(水) 

・「ﾛｰﾀﾘｰ財団月間に 

 因んで」 

 國田欣吾委員長 

11/21 

(水) 

・移動例会 

 於：くずは青葉幼稚園 

   もんぺ座公演 

11/28 

(水) 

・卓話 

 小林正彦会員 

・12-13年度 

 全委員長会議 

 18:30～ 

於：アワーズキッチン 

 

11月：ロータリー財団月間 

第１８３９回 例会プログラム 
２０１２年１１月１４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 

 「それでこそロータリー」 

●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」 

     國田欣吾委員長 

●その他  ・ニコニコBOX報告 

●１３：３０ 閉会の点鐘  
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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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2012-13年度高島会長テーマ 

 『                      

              』           

                                            

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

11 
21 ― 

28 山本(一)会員 

12 

5 三木 会員 

12 上山 会員 

19 嶋田 会員 

26 ― 

  

 １１月の花「 ブルーエルフィン」  

花言葉：大きな希望 

クレロデンドラムの仲間は熱帯や亜熱帯に400種以上が分布

しています。花の美しい種類が多く、日本ではゲンペイカズ

ラなどが普及しています。その中でも 近注目されているの

が、青い花をつけるウガンデンセという種類のもので、ブ

ルーエルフィンと呼んでいます。 

パストゥール研究所設立(1888)▲オーストリアの病理学者ランドシュタイナー、血

液型を発見(1900)▲浜口雄幸首相、狙撃され、重傷(1930)▲本田彗星発見

(1947)▲渋谷でウーマンリブ第一回大会(1970)▲青函トンネル起工式。全長

53.85ｋｍという世界 長の海底トンネル(1971)▲関門橋開通(1973)▲プロ野球

選手の労働組合認定。会長は中畑清(1985) 
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卓   話 

                              『原点回帰』 

会 長 の 時 間 

「 近のできごと」   木﨑信也 会員 

 ○中国貿易 

 〇国際交流のため枚方市姉妹都市オーストラリアローガン市を訪問予定 

 〇ローガン市との学生留学環境の整備等 

 〇大阪府国際化戦略実行員会 

 冷気の増して参りました昨今、お身体に気をつけられましてロータリーの例会への出席はじめ

活動に頑張って下さるようお願いいたします。 

 今月は、ロータリー財団月間にあたり、詳しくは来週國田財団委員長から卓話がある予定で

す。ここでは発足だけについて申し述べますと、1917年ロータリアンの集まりによって寄付を集

め、これを教育社会奉仕んに役立てようと努力してきた独立の機関であります。  

 次に、来年度の指名委員について検討しました結果、次のとおりとさせて頂きます。高島会

長、北川会長エレクト、原田副会長、岩本会員、宮田会員。委員長には岩本会員。 

おめでとうございます 

  

11月誕生祝 平尾公介 会員    11月入会祝 原田武夫 副会長   11月入会祝 北川順清 会長エレクト 

11月入会祝 高島叔孝 会長    11月入会祝 畠仲 聡 幹事     11月入会祝 田中一眞 会員 

３分間スピーチ 

                稲田義治 会員 

「読書の秋」にちなんで、 近読んだ本について、紹介、また自分が感じたことをお話しさせて頂

きます。１ケ月程前ですが、尖閣諸島をめぐり中国で起こった反日暴動、またそれに続くさまざま

な国家的な嫌がらせなどが、連日マスコミ・新聞等で騒がれ、多くの日本人の怒りや顰蹙を買

い、私も、腹立たしく感じていたころ、本屋さんに立ち寄ると、店頭には、尖閣諸島や竹島問題関

連のコーナーが設けられていました。そのなかで、「中国の言い分 なぜそこまで強気になるの

か？」という本を見つけ、思わず買ってしまいました。 

 この本では、領土問題だけではなく、チベット、為替レート、環境汚染、靖国神社、北朝鮮、人

権などの諸問題について、われわれがいつもうんざりさせられる理不尽、不可解な中国の対応の

理由が示されています。世界第二位の規模の経済大国となり、いよいよ傲慢になった感のある中

国ですが、欧米列強各国や日本からいじめられてきたという被害者意識がぬぐい去れないことが

背景にあるようです。レアアースの問題など、これまで伝わらなかった国内事情も知ることができ

ました。この本を読んで中国の言い分を知り、譲るべき所は譲りましょう、というのではありません。

どうせつき合っていかなくていけない隣国ですので、中国の考え方を知っておいたほうが役に立

つかなと思います。コンパクトで２～３時間で読めますのでお勧めです！ 
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☆「私ときずな」  

     第１５回      岡山 量正 会員         

 私にとって、切っても切れない絆は、やはり第一に血縁関係にある家族であります。 

皆さんも多分同じ思いでしょう。特に、自分の親兄弟や奥さん側の親兄弟、そして、わが子たちです。これ

は、言うまでもなく子孫や一族の繁栄につながる話になると思いますが、いずれにせよ家族の絆（血は水

より濃い！）が私にとって、良い悪いは別として第一であります。 

 次に職場の同志や仲間、学生時代からの友人、ロータリークラブの皆様、町内会の仲良し等多くの人た

ちの絆が私を支えてくださっていることに感謝の思いでいっぱいであります。 

 話は少しそれますが、私の職業柄、 近気になることがあります。 

それは皆さんもよくご承知のことだと思いますが、幼児虐待の事件が後を絶えない現状です。私がいる法

人施設にも虐待の通報や報告を受ける現状です。特に多い虐待 事例では、親が再婚し、そのどちらか

の親からの虐待や、両親からの虐待、子育ての行き詰まりや育児放棄などあげれば限りがありません。虐

待に対し、どうやったらいいのか正直、正しい答えが私にも見つかりません。「人と人との繋がりのなかで何

が大切なのか」と考えさせられる思いです。何にせよ、“相手を思いやり、許し合える心があれば、少しはよ

い方向に進むのでは？”と感じております。絆とは奥の深いものだと思います。 

 

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～ 
2010年 京都大学 iPS細胞研究所・教授（兼務）/副所長、

2011年 京都大学再生医科学研究所・副所長 

戸口田淳也教授 

講師が変更になりました 

＜移動例会のご案内＞ 
２０１２年１２月８日（土）１１時３０分～１２：３０ 例会場 ： リーガロイヤルホテル大阪１３Ｆ  

  例会終了 → 国際会議場に移動 → 地区大会２日目本会議に出席１３：００～ 

私の大切な仲間です 



第１８３８回例会出席報告（１１月７日） 

総会員数 出席者 出席率 

５７名  ３９名 ７３．５８％ 

第１８３５回 例会補正後 出席率 ７１．１５％ 

   メーク ７名  欠席 １５名   除外 ５名 

○本日の配布物 

①１１月14日週報 

②卓話資料（國田委員長） 

③ロータリー財団寄付のお願い 

④クリスマス家族例会のご案内 

〇本日の回覧物 

①2011-12地区委員会活動報告書 

②2011-12ＲＹＬＡ報告書 

○地区行事等出席報告 

11/6 次年度地区委員会構成打合せ会    初木 

11/14 地区社会奉仕委員会           初木 

○地区行事等出席予定  

11/27 幹事会                    畠仲 

12/7 地区大会晩餐会           高島、畠仲 

〇メークアップ 

初木賢司地区委員長  11/1 仙台宮城野RC 
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＜移動例会のお知らせ＞ 
 当クラブが支援しています人形劇団「もんぺ座」の公

演視察を兼ね、下記の内容で移動例会を実施いたしま

す。 

  日   時：2012年11月21日（水）  

  場   所：くずは青葉幼稚園 

  集合場所：樟葉駅前三井住友銀行横12時 

         幼稚園バスで移動 

  ＜タイムスケジュール＞ 

   ①12:00  出発  

   ②12:15  幼稚園到着 

   ③12：20～12：45 もんぺ座公演観劇 

    別会議室へ移動 

   ④12：50～13：05 食事と歓談 

   ⑤13：05～13：20 例会 

   ⑥13:25  幼稚園出発 

   ⑦13:35  樟葉駅前三井住友銀行横到着 

 

  ※駐車場はありますが当日は公演前の諸準備のため 

    役員スタッフが使用しますので上記のバス(幼稚園 

    バス)をご利用ください。 

ニコニコ箱 合計  ¥29,000 累計   ￥621,475 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊誕生祝をいただいて             平尾公介 

＊入会祝いありがとうございました        畠仲   聡 

＊20回目の入会記念品を頂いて       北川順清 

＊卓話をさせて頂きましてありがとうございました 

                            木﨑信也 

＜野球同好会報告＞ 

 

 去る１１/１１（日）の試合は雨の為中止となりました。次回

の試合は下記のおとり。会員の皆様参加・応援よろしくお

願いいたします。 

 八尾東ＲＣに勝利すると14：00より決勝戦です！  

日程・曜日 集合時間 場  所 試合相手 

11/２５(日) 

 

 9:20集合 

10:20試合開始 

ミキハウス球場 

（三重県伊賀市）  

八尾東RC 

「１１月定例理事会決定事項」 

〇12月8日(土)移動例会 地区大会本会議参加 

 11:30～12:30  於：リーガロイヤルホテル１３Ｆ 

 中華料理皇家龍鳳で開催 例会後国際会議場へ移動 

○東北支援の件  

 11月19（月）～20日(火)気仙沼ＲＣ訪問 

 気仙沼・気仙沼南ＲＣに支援金各15万円    承認    

〇ソロプチミストバザー協賛金の件  

 3万円拠出                       承認          


