
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 

12月：家族月間 

第１８４４回 例会プログラム 
２０１２年１２月１９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 

●ご挨拶  

 RI２６６０地区2012-13年度 

 IM3組ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 樋口秀和様 

●幹事報告 

●委員会報告  

 ・出席状況報告他 

●卓話「12-13東北支援活動報告」 

  多田利生社会奉仕委員長 

●その他   

 ・ニコニコBOX報告 

●１３：３０閉会の点鐘  

●本日の会合 

＜被選理事会＞11:30～例会場 

 北川、原田、高島、小北、日野 

 小西、橘、山口伊、嶋田、米田 

 木﨑、西田  
 

＜樋口G補佐との事前懇談会＞ 

 11:30～ レストラン芦刈 

 高島、原田、畠仲 
 

＜樋口G補佐とのクラブ協議会＞ 

 13:35～ 例会場 

 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、駕田、日野 

 嶋田、山口(尚)、金森、平尾 

 源本、辻村、中谷、山本(一) 

 粟津、國田、橘、木﨑、原、宮田  

KUZUHA ROTARY CLUB   KUZUHA ROTARY CLUB   KUZUHA ROTARY CLUB   Weekly Club BulletinWeekly Club BulletinWeekly Club Bulletin 

原点回帰～ロータリーのきずなとともに

2012-13年度 第２３号 

2012-13年度高島会長テーマ 

 『                      

              』           

                                            

                   ▲羽柴秀吉が太政大臣に任じられ豊臣姓を朝廷

から授与(1586)▲豊臣秀吉が6人の宣教師と20人の日本人のキリスト教徒26名

を捕らえ長崎で初処刑(1596)▲世界最初の義務教育。マルティン・ルターが、小

学教育の義務制を主張。▲代々木で徳川大尉、日本初の飛行実験。飛行時間

4分、最高高度70ｍ、 距離3000ｍ(1910)▲原子力基本法、公布(1955▲10ヶ国

蔵相会議において1ドル＝308円に変わる(1971▲文部省、92年度2学期からの

公立学校での月１回の土曜休校の実施決定(1991)  

  

１２月の花「クロガネモチ」  

花言葉：魅力・寛容・執着・仕掛け 

常緑で高さが20ｍの大木。５～６月頃に淡紫白色の小花を

枝先に集散花序をなして咲かせ、果実は径５～８㎜でモチノ

キより小形ですが秋に美しく赤熟させます。「クロガネモチ」

は葉柄と幼枝の濃い紫色が紫黒色を帯びていることから、ま

たは葉が乾くと鉄色になることからといわれます。 

12/22 

(土) 

・クリスマス家族例会 
 ウエスティン都ホテル 

 京都 

12/26 

（水） 

⇒22日（土）変更 

1/2 

（水） 

定款により休会 

1/9 

（水） 

・新春祝賀例会 

・会長年頭挨拶 

・定例理事会 

1/16 

（水） 

・自己紹介 

 森川正敏会員 

・被選理事会 

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

1 

２ 定款により休会 

９ ― 

16 平尾 会員 

23 ― 

30 粟津 会員 

２ 

6 山本（正）会員 

13 辻村 会員 

20 今中 会員 

２7 林（宏）会員 
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会長の時間 

                              『原点回帰』 

１２月５日例会 

 12月は家族月間であります。手続要覧には世界のロータリアン、クラブおよび地区は毎年12月に「家

族月間」を祝い、プロジェクト・活動・事業などを実施し、家族と地域社会への貢献を示すよう奨励され

ています。家族集会について話しますと、家族集会は旧炉辺会合であり、各クラブで家族集会、炉辺

会合、インホールミーティングなどと呼ばれている会合です。 

 しかし、会員の家庭で会合を持つことは日本は一般に好まれないため、適当な会場を選び、各クラブ

で様々な形で開催されています。家族集会または炉辺会合と名称するには、単に友好親睦のための

会合ではなく、話し合いにロータリーについての話題を加え、ロータリー情報委員会と親睦委員会が共

催することが望ましい事です。 

クラブ全員協議会・年次総会開催 

『 2013～14年度理事・役員並びに2014～15年度会長決定 』 

   会  長      北川 順清 会員    

   直前会長    高島 叔孝 会員 

   会長ノミニー 原田 武夫 会員 

   副会長     小北 英夫 会員 

   幹  事     日野 守之 会員 

   会  計     小西 武夫 会員 

   Ｓ Ａ Ａ     橘 喜久夫 会員 

   理  事   山口伊太郎 会員 

   理  事   嶋田 愛親  会員  

   理  事   米田     勉  会員 

   理  事    木﨑 信也  会員   

   理  事   西田 英夫  会員 

おめでとうございます！ 

ﾏﾙﾁﾌﾟﾙＰＨＦ(2)平尾公介会員 ﾏﾙﾁﾌﾟﾙＰＨＦ(2)駕田毅会員 ﾏﾙﾁﾌﾟﾙＰＨＦ 今中七郎会員  ﾏﾙﾁﾌﾟﾙＰＨＦ中村雄策会員 

12月入会祝 藤原和彦会員   12月入会祝 駕田毅会員   12月入会祝 山口伊太郎会員 12月入会祝 初木賢司会員 

ﾏﾙﾁﾌﾟﾙＰＨＦ川島吉博会員   還暦祝 小北英夫会員   12月誕生日祝 山口尚志会員 12月誕生日祝 小北英夫会員   
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１２月８日例会 

 ＜移動例会＞ 
   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 中華料理 皇家龍鳳 

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～ 

 

 

  ＜地区大会２日目＞ 

    ２０１２年１２月８日（土）１３時００分～  

    場所 ： 大阪国際会議場 (５階メインホール) 

 

 

＜ガバナー公式訪問＞ 

 

交野・くずはRC合同例会のご案内  

 

   ・日   時： ２０１３年1月２３日（水）  

           １２：３０～１３：３０ 

   ・場   所： ひらかた仙亭   
    

 

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 

 ・日 時 2012年12月９日(日)  ・場 所 伊加賀スポーツセンター 

 寒空の中、第6回くずはRC杯決勝戦が行われました。参加チーム89チームの中から決勝戦まで登りつめた2チーム

の戦いは素晴らしいものでした。結果は下記のとおりです。 

  ☆優勝チーム新芦屋ドラゴンズ  ☆準優勝チーム精華アトムズ 

出席者(敬称略)： 藤原、原田、畠仲、初木、稲田(義)、今中、岩本、駕田、金森、川島、北川、北村、國田、南 

           宮田、中野、岡山、橘、高島、上山、上野、山口（伊）、山本 

２０１２～１３年度ＲＩ２６６０地区第３組 

インターシティミーティングのご案内 

 

「奉仕の心でつなぐ平和の世界」 

２０１３年１月２６日（土） 

受付１３：００～  開会１３：３０～ 

於：メセナ枚方 多目的ホール 

 

 ＜基調講演＞ 講師：金美齢氏 
ホストクラブ 枚方ＲＣ 



第１８４２回例会出席報告（１２月５日） 

総会員数 出席者 出席率 

５５名  ２８名 ５４．９０％ 

第１８３９回 例会補正後 出席率 ７５．４７％ 

   メーク ８名  欠席 １２名   除外 ４名 

○本日の配布物 

①１２月１９日週報 

②児童虐待防止バッジ 

③12月22日クリスマス会バス出発場所地図 

 （バス利用希望者のみ） 

④吾郷泰廣元会員、田中太一朗元会員へのバナー 

⑤1月9日及び1月23日例会のご案内 

○地区行事等出席報告 

12/8地区大会2日目 

12/9くずはRC杯少年野球大会決勝戦・閉会式 

        原田、畠仲、北村、宮田、重田、高島 

        山口(伊)、米田 

○地区行事等出席予定  

12/20 地区財団＋FVP合同委員会      初木 

1/10 地区財団＋FVP合同委員会        初木 

1/22 第4回地区社会奉仕委員会        初木 

1/30  第2回広報委員長会議    

 
 

   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 
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ニコニコ箱 合計  ¥35,000 累計   ￥664,475 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊ポールハリスマルチプルを頂いて      今中七郎 

＊入会記念品を頂いて              駕田  毅 

＊入会祝をいただいた御礼         山口伊太郎 

＊還暦祝をいただいて             小北英夫 

＊入会記念品を頂いて             藤原和彦 

＊入会記念品を頂いた喜びに         初木賢司 

 ＜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】 

第１８４３回移動例会出席報告（１２月８日） 

総会員数 出席者 出席率 

５５名  23名 45.10％ 

第１８４０回 例会補正後 出席率 66.67％ 

   メーク 8名  欠席 17名  除外 6名 

    2012～13年度 １２月度理事会通信  

 

〇報告事項 

 ①会員名簿の件 

 （歴代会長一覧、G事務所近隣クラブ例会等を追加）   

〇審議事項 

 ①地区委員推薦の件       推薦することで承認 

  （社会奉仕委員 初木会員、職業奉仕委員 國田会員） 

 ②新春祝賀例会の件 

 2013年1月9日(水)12:30～13:30 例会場で食事 

 ③ガバナー公式訪問の件 

  2013年1月23日（水）12:30～13:30 ひらかた仙亭  

   交野ＲＣ合同例会 ホストはくずはＲＣ 

 ④枚方少年野球懇親会参加の件 2万円会費拠出承認 

○追認事項 

 ・児童虐待防止バッジ（32,000円）購入  承認     


