
今日の歌♪ 

 「我等の生業」 

我等の生業さまざまなれど 

 集いて図る心は一つ 

求むるところは平和親睦（や

わらぎむつび） 

 力むるところは向上奉仕 

おお ロータリーアン  

 我等の集い 

今後の予定 

12/5 

(水) 

・クラブ全員協議会 

 年次総会 

・卓話 

 西田英夫委員長 

・定例理事会 

12/8 

（土） 

・移動例会 

 11:30～12:30 

於：リーガロイヤルホ 

 テル大阪１５F 

 中華料理皇家龍鳳 

・地区大会（2日目） 

 13時～ 

於：大阪国際会議場 

12/12 

（水） 

 ⇒8日（土）変更 

12/19 

(水) 

・ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問 

・補佐とのｸﾗﾌﾞ協議会 

12/9 

（日） 

・少年野球ｼﾞｭﾆｱ大 

 会決勝戦・閉会式 

 12:45～於：伊加賀 

 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

12/7 

（金） 

・地区大会(1日目) 

 開会式13時～ 

 分科会15時～ 

11月：ロータリー財団月間 

第１８４１回 例会プログラム 
２０１２年１１月２８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 

 「我等の生業」 

●お客様紹介 

●会長の時間 

●ＩＭＰＲ ホストクラブ枚方ＲＣ 

●幹事報告 

●委員会報告 

 ・出席状況報告他 

●3分間スピーチ 山本一郎会員 

●卓話  小林正彦 会員 

●その他  ・ニコニコBOX報告 

●１３：３０閉会の点鐘  

●本日の会合 

 ＜全委員長会議＞敬称略 

 18:30～ 於：アワーズキッチン 

 高島、原田、平尾、北川、山口(伊) 

 畠仲、川島、日野、嶋田、山口(尚) 

 中村、藤原、粟津、國田、橘、重田 

 上山 
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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２０号 

2012-13年度高島会長テーマ 

 『                      

              』           

                                            

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

12 

5 三木 会員 

12 ― 

19 嶋田 会員 

26 ― 

▲浄土真宗の開祖、親鸞上人没。90歳(1262)▲ポルトガルの航海者マゼラン

が、 マゼラン海峡を通過して太平洋に(1520)▲ハワイ独立(1843)▲徴兵令の詔

書(1872)▲1859年に長崎、神奈川、函館に設置された運上所が「税関」と改称さ

れる(1872)▲北海道初の鉄道開通(1880)▲わが国初の洋式社交クラブ・鹿鳴館

開館(1883)▲高柳健次郎、日本初のテレビの公開実験(1982)▲富士山で東大、

慶大、日大生が雪崩で集団遭難、死者１５人(1954)▲東北・上越両新幹線起工

式(1971)  

  

１１月の花「ウインターコスモス 」  

花言葉：調和・真心・もう一度愛します・忍耐 

 

 ウインターコスモスは花の少ない時期に咲く貴重な

花です。主に流通しているのは北アメリカのフロリダ、

テキサス、カリフォルニアなどに自生するビデンス・ラ

エウィスです。「ビデンス」は、ラテン語の「bis（２）」と

「dens（歯）」という意で、この実に２本の歯のようなトゲ

状の突起があることに因みます。和名はセンダンに似

た葉の形から「キクザキセンダングサ（菊咲栴檀草）」

です。  
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                              『原点回帰』 

会 長 の 時 間 

 本日は山口尚志会員のご尽力とご厚意によりくずは青葉幼稚園において移動例会を開

催、もんぺ座皆様の立派な公演を鑑賞させていただきましたこと大変嬉しく、厚く御礼を申

しあげます。 

 私もかつて３０年も昔のことながら、この劇団にお手伝いさせて頂きましたが、本日は最も

注意を要する交通安全をテーマに園児さんとともに大切な印象を与えてくださいましたこと

に感謝致します。 

 ここにお礼をかねてご挨拶と致します。 

高島会長より「もんぺ座」座長犬伏様へ 

今年度の支援金が手渡されました 

もんぺ座公演 

「」 
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☆「私ときずな」  

     第１６回      上山 芳次 会員   

  私が地域活動に参加し始めたきっかけは、当時区長の依頼により昭和37年頃高度 

成長期に伴い地域活動に若い力量が望まれ、青年団を結成し地域行事に積極的に参 

加したのが最初でした。 

 その後昭和39年には枚方市民体育祭が人口増加に伴い運営難となり校区別の体育祭開催に向け運営

団体結成に地域青年代表が携わる事となりました。 

 昭和58年には区長制度廃止に伴い自治会を発足させ、校区内における子どもからお年寄りに対する施

策の対応から要望により校区コミュニティ協議会を立ち上げ校区の各種団体のまとめ役に奔走いたしまし

た。 

 校区においては平成11年に阪神淡路大震災の教訓により校区においても有事に備えて自主防災会を自

治会長はじめ各種団体役員により設立参加して参りました。 

 昭和39年の結成当時は各村々の青年団・村の役員等を含め旧村の方々が多く、私が

最年少でいろいろな事を学び、指導を受けたことを思い出します。今日では新しく移り住

まわれた方々と共に地域は一丸となって活動に取り組み「人と人の繋がり、安全・安心の

街づくり」「減災につとめよう」をスローガンに地域とのきずなを深めています。 
   オレンジのバラ 花言葉：絆 

＜東北気仙沼ＲＣ訪問報告＞ 
2012年11月19（月）～11月20日(火) 

 ＊参加者（敬称略）：高島叔孝、原田武夫、畠仲聡、山口尚志、國田欣吾、粟津直晶、源本将人 

              多田利生、稲田義治   

 ＊行程1日目：伊丹空港⇒仙台空港⇒レンタカーで移動⇒南三陸町防災庁舎跡、南三陸町歌津地区福 

          幸（復興）商店街、気仙沼岩井崎龍の松、気仙沼市復興屋台村（気仙沼横丁）、座礁ﾀﾝｶｰ 

          陸前高田市立気仙沼中学校跡見学⇒気仙沼ホテル泊 

 

      ２日目：ホテル⇒レンタカーで移動⇒気仙沼お魚市場⇒気仙沼ＲＣ（星丘義山亭）⇒仙台空港⇒ 

          伊丹空港⇒解散 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

       

 昨年に引き続き東北支援のため気仙沼に行ってきました。詳しい報告は後日させて頂きます。  

                                             社会奉仕委員長  多田利生 

昨年寄贈した自転車 

気仙沼ＲＣにお見舞金を贈呈 東北ＴＶによる取材 

  1年8ヵ月後の商店街         南三陸町防災庁舎跡       津波による惨状 



第１８４０回例会出席報告（１１月２１日） 

総会員数 出席者 出席率 

５７名  26名 50.98％ 

第１８３7回 例会補正後 出席率 77.36％ 

   メーク 4名  欠席 12名   除外 4名 

     お客様 犬伏様 他４名（もんぺ座）  

○本日の配布物 

①１１月2８日週報 

②ＲＩ2660地区第3組ＩＭのご案内 

③12-13年度ＲＩ２６６０地区大会ネームプレート 

④卓話資料（小林会員） 

〇本日の回覧物 

①ＲＩ2660地区第3組ＩＭ（会議・懇親会）出欠表 

②第19回５ＲＣ親睦ゴルフ大会決算書 

③東日本大震災写真集「気仙沼の大震災」 

○地区行事等出席報告 

11/27 幹事会                    畠仲 

○地区行事等出席予定  

12/7 地区大会晩餐会           高島、畠仲 
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 ＜クリスマス家族例会のお知らせ＞  

   ・日   時：２０１２年1２月２２日（土）  

          １７：００～２１：１５（閉会予定） 

   ・場   所：ウエスティン都ホテル京都 

   ・問い合せ：西田英夫親睦委員長 

 ＜シャトルバス＞ 

  ・往路【樟葉駅発】 

    集合場所：樟葉駅前大阪歯科大横 

    集合時間：15時20分（時間厳守） 

  ・復路【ホテル⇒松井山手駅(経由)⇒樟葉駅】 

 ＊ご利用の方は事前にお申込み下さい！  

～移動例会のお知らせ～   

 ・日 時 ２０１２年１２月８日(土)11:30～ 

 ・場 所 中華料理「皇家龍鳳」 

       リーガロイヤルホテル大阪１５F  
  ＊例会後、大阪国際会議場に移動し地区大会 

    本会議に出席します。 

 

第6回くずはＲＣ杯枚方少年野球ｼﾞｭﾆｱ大会 

決勝戦・閉会式のご案内 

 

  ・日 時 2012年12月９日(日)試合開始12:45～ 

  ・場 所 伊加賀スポーツセンター 

        枚方市伊加賀西町５３番２号 

  ・その他 12時より入門可 

 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 

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 

●家族の集い（10階会議室）･････････15:00開会 

＊大会第1日目家族の集いの会場が変更 旧ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ⇒大阪国際会議場10階会議室1008 


