
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 

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 

 

11月：ロータリー財団月間 

第１８３８回 例会プログラム 
２０１２年１１月７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 

●幹事報告 

●委員会報告 

 ・出席状況報告他 

 

●3分間スピーチ  

     稲田義治 会員 

●卓話  木﨑 信也 会員 

●その他  ・ニコニコBOX報告 

●１３：３０ 閉会の点鐘 

●本日の会合 (敬称略) 

 ＜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17号 

おめでとうございます！ 

１１月１１月  祝入会記念日祝入会記念日  
  

原田武夫会員（H2年） 

岩本昌治会員（H3年） 

北川順清会員（H4年） 

高島叔孝会員（H4年） 

今西義人会員（H７年） 

畠仲  聡会員（H8年） 

岡山量正会員（H8年） 

若林尚史会員（H8年） 

山本正夫会員（H8年） 

田中一眞会員（H22年） 

１１月１１月  祝お誕生日祝お誕生日  
  

稲田博旭会員（４日) 

平尾公介会員（２５日） 

中谷賀久会員(２６日) 

2012-13年度高島会長テーマ 

 『                      

              』           

                                            

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

11 

14 北村 会員 

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「ユリオプスデージー 」  

花言葉：明るい愛・円満な関係・清楚 

ユリオプスは南アフリカ原産ですが、日本には昭和47年にア

メリカから輸入されました。屋外の冬の寒さに耐え、晩秋から

春にかけてマーガレットに似た花を咲かせます。銀緑色で深

い切れ込みのある葉と、鮮黄色の花とのコントラストが素晴ら

しく、花の少ない冬に咲き続ける貴重な鉢花です。 
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卓   話 

                              『原点回帰』 

会 長 の 時 間 

「米山月間に因んで」 橘 喜久夫 米山奨学委員長 
ロータリー米山記念奨学事業は、全国のロータリアンからの寄付金を財源として、日本

で学ぶ私費外国人留学生に奨学金を支給し支援する国際奉仕です。奨学生はロータ

リー・クラブを通して日本の文化、習慣などに触れ、社会参加と社会貢献の意識を育て、

将来ロータリーの理想とする国際平和の創造と維持に貢献する人となることが期待されて

います。 

当クラブでは普通寄付として一人当たり年間6,000円をクラブより寄付しています。１０月

の米山月間には個人法人からの特別寄付を受け付けています。ロータリー米山記念奨学

会は内閣府より「公益財団法人」の認定を受けていますので税制上の優遇措置が受けら

れます。配布資料のロータリー米山記念奨学事業豆辞典には奨学事業のすべてを網羅

しわかりやすく説明されていますので是非お読みください。 

 
「スピーチ」 米山奨学生  董璞玉 様 

 10月14日、遂にその憧れの宝塚を見に行きました。ここで、今回の貴重なチャンスをいただき

ました米山奨学会とくずはクラブの方々に感謝の気持ちを申し上げます。 

 今回の活動を通して、私は日本の伝統文化である宝塚、またその劇場の雰囲気を肌で感

じ、とても美しく華麗なショーを体験できました。そして、以前宝塚文化に接したことのない私

は、この立派な文化に興味を持つようになり、1回の公演だけでなく、宝塚についての歴史や

精神など様々な知識を勉強したいという気持ちも生じました。とても素晴らしかった体験だと思

います。 

 本日は寝屋川RCより平田様、米山奨学生董璞玉（トウボクギョク）様のご出席を頂き、嬉し

く存じます。本例会場での会合は、家族例会などがあったため、久しぶりであります。最近、

冷気の到来もあって風邪の流行も懸念されていますので、体調にご留意の上、例会への出

席を果たして下さるようお願いいたします。 

 10月は米山月間でありますので、米山記念奨学会について申し述べますと、まずもって

日本で始められた米山梅吉氏の功績を称えたいと思います。この奨学会は海外からの優

秀な学生を迎え、支援しつつ国際親善を図るためのものです。50年の歴史を有するこの事

業は、生きる道に平和を求め、一人でも多くの人が平和を肌で感じていくにふさわしい事業

です。クラブとしてもこれに想いをこめて、運営に協力していきたいと考えます。 

10月入会記念日祝 小北英夫会員 

  

董璞玉さんに米山奨学金11月分を授与 

おめでとうございます 
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☆「私ときずな（友人たちとの絆）」  

     第１４回           畠仲  聡 幹事   

 「絆」、それはいろんな意味を含んでいる言葉のようです。 

その時々によって、またその当事者によって、相手によってもその言葉の向こう側に含まれる意味はさまざまな

ようです。ただ共通しているのは、人の『心』の問題であり、必ず相手があるということのようです。 

 あの未曾有の出来事以来、私はいろんな方々から、いろんな種類の「つながり」を持たせていただいているこ

とに感動を覚えているところであります。 

 その一つには友人たちとの「つながり」があります。五十数年間誰一人欠けることなく、六人で月に一度、揃っ

て晩御飯を食べています。 

 口角泡を飛ばすこともなく、自慢話もなく、これが「絆」か、という構えた意識もなく、みんな本当に普段着の 

＜心＞で今まで続いてきました。そしてこれからもそうして行くつもりです。 

 しかし、あの大変な出来事は、これが私にとってかけがえのない「絆」であることだと認識さ

せてくれました。ずっと大切にしてゆくつもりです。 

   オレンジのバラ 花言葉：絆 

 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 

 第１回目2012年10月31日(水) １８時～２０時２０分 研修委員会と合同で開催 

  高島会長挨拶、宮田研修委員長挨拶に続き、山口情報委員長の挨拶と今後の予定を報

告。前年度地区研修委員・金森会員の講話を聴き、各テーブル毎に協議し５名の会員により 

内容発表。テーマは継続事業について31名出席、５テーブルにて着座。金森会員の講話は、

ロータリーの基本理念についてまた我がクラブの今後の課題に及ぶまで幅広いお話をいただ

き、有効な時間を過ごすこととなった。また、その後の懇親会では和やかに会員同士の親睦を 

図ることができました。                     ロ-タリー情報委員長  山口尚志 

 

情 報 集 会 開 催 



第１８３７回例会出席報告（１０月３１日） 

総会員数 出席者 出席率 

５７名  37名 69.81％ 

第１８３4回 例会補正後 出席率 79.25％ 

   メーク ５名  欠席 １１名   除外 ４名 

     お客様  平田大一様(寝屋川ＲＣ) 

            董璞玉様（米山奨学生）  

 

 

２０１２年１１月の 

 ロータリーレート １＄＝８０円 

 

○本日の配布物 

①１１月７日週報 

②ロータリーの友11月号 

③秋季家族例会参加請求書 

④移動例会（11月21日）のご案内 

〇本日の回覧物 

①ガバナー月信１１月号 

②国際ロータリー年次大会参加旅行のご案内 

○地区行事等出席報告 

10/31情報集会  粟 津、藤原、原田、畠仲、林(宏) 

   平尾、今中、稲田(博)、岩本、駕田、金森、川島 

   北川、北村、小北、小西、國田、南、源本、宮田 

   森川、中野、白井、橘、多田、高島、上野、上山 

   山口(伊)、山口（尚）、山中         31名 

○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  10/３０ 仙台RC 

 
 

   国際ロータリー 第2660地区 
   創立：1974年5月30日 承認：1974年6月25日 
         クラブ名称変更承認：2005年6月  6日 
         会     長   高島叔孝     
         広報委員長    辻村順一 
 

KUZUHA ROTARY CLUB 発 行 大阪府枚方市楠葉花園町14-2 
樟葉パブリックゴルフ クラブハウス２Ｆ 

電話 ０７２-８５５－５１２５ 
FAX ０７２-８５５－５１８０ 

Email: kuzuha-rc@kcat.zaq.ne.jp 
URL:http://www.kcat.zaq.ne.jp/kuzuha-rc/ 

＜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  ¥3,000 累計   ￥592,475 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊情報集会でお話させていただいたこと    金森市造       

 

＜野球同好会報告＞ 

 

 去る1１月４日（日）サントリー球場において東淀川ちゃや

まちRCとの試合は、相手チームの人数不足のため不戦

勝となりましたが、練習試合を行い11対６で快勝しました。 

これで４戦全勝！次は全国優勝を何度かしている優勝候

補筆頭の八尾東RC戦です。皆様の参加・応援 

よろしくお願いします。 

 

日程・曜日 集合時間 場  所 試合相手 

11/11(日) 

 

 9:50集合 

10:50試合開始 

ミキハウス球場 

（三重県伊賀市）  

八尾東RC 


