
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 

7/18 

（水） 

・移動例会 

於：輝きﾌﾟﾗｻﾞ「きらら」 

・決算及び予算審議 

 

7/25 

(水) 

・樋口Ｇ補佐訪問 

・事前懇談会11:30～ 

・卓話「ＲＩ．地区方針 

    と所感」 

8/1 

(水) 

・卓話 粟津会員 

・定例理事会 

 『 原 点 回 帰 』 

～ロータリーのきずなとともに～     

2012-13年度 高島叔孝会長テーマ 

第１８２３回 例会プログラム 
２０１２年７月１１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 

  交野ＲＣ 小菓裕成 会長 

●幹事報告 

●委員会報告 

 ・出席状況報告他 

●理事就任挨拶 

 藤原和彦 新理事（国際奉仕） 

 上山芳次 新理事（ＣＬＰ） 

 中村雄策 新理事（職業奉仕） 

 重田惠年 新理事（新世代） 

 多田利生 新理事（社会奉仕） 

●その他  

 ・ニコニコBOX報告 

●１３：３０ 閉会の点鐘 

●本日の会合 

 ＜社会奉仕委員会＞ 

 多田、山本(正)、北村、上野 

 中野、初木、稲田(義) 

 ＜新会員オリエンテーション＞  
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25 山中 会員 
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1 日野 会員 

8 山口(尚)会員 

15 定款により休会 

22 南  会員 

29 宮田 会員 

原点回帰～ロータリーのきずなとともに～ 

2012-13年度 第２号 

  

  ７月の花「クフェア 」 

 花言葉：自由気まま・立派・せつない思い 

     見事 

クフェアはギリシア語の「kyphos（曲がる）」に由来し、

この萼が微妙に曲がっていることによるためといわれ

ています。和名は「メキシコハナヤナギ（メキシコ花

柳、またはメキシコ箱柳）」、「ベニチョウジ（紅丁字）」

とも。 

おめでとうございます！ 

  77月月  祝入会記念日祝入会記念日  
  

嶋中完治会員（S50年） 

川島吉博会員（H17年） 

粟津直晶会員（H18年） 

西田英夫会員（H19年） 

林  宏毅会員（H22年） 

橘喜久夫会員（H22年） 

山本一郎会員（H22年） 

小西武夫会員（H23年） 

７月７月  祝お誕生日祝お誕生日  
  

森川正敏会員（12日） 

高島叔孝会員（16日) 

畠仲   聡会員(23日) 

國田欣吾会員（23日） 

多田利生会員（27日） 

三木  彰会員（29日） 

森 賢司 会員（31日） 



 ご入会おめでとうございます！ 
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就 任 挨 拶 

入  会  式 

 本年度、副会長を仰せつかりました原田でございます。ただ今、高島会長

がおっしゃられた会長の方針に従い、でしゃばらずに一年間努めたいと思い

ますので会員の皆様、ご協力よろしくお願いいたします。 

 

原田武夫 新副会長 

 本年度、幹事を仰せつかりました畠仲でございます。不馴れなためどこま

で皆様のお役にたてるかわかりませんが、高島会長のもと出来るだけクラブ

のサービス向上に務めたいと思いますので、会員の皆様ご指導ご鞭撻を賜り

ますようよろしくお願いいたします。 

 

畠仲  聡 新幹事 

 本年度、ＳＡＡを仰せつかりました川島吉博でございます。会場監督とい

う役がら皆様方にお願いすることが多いと思いますのでご協力よろしくお願

いいたします。また、一年間楽しい例会を感じて頂けるよう努めて参ります

ので重ねてお願いいたします。 

 

川島 吉博 新ＳＡＡ 

表   彰 

２０１１～１２年度ホーム皆出席 

 

 

 

 

 

２０１１～１２年度皆出席は21名でした 

  

     上野徹 会員      山口伊太郎直前会長 

   初木賢司 前幹事 

＊森川正敏 会員 ６４才 

＊事 業 所 エムケイ産業(株) 代表取締役 

＊事業所住所 枚方市春日北町１－３－１ 

          TEL072-858-5533 

＊職業分類  スポンジ加工   

＊推 薦 者   高島叔孝会長 

高島会長より入会の証、ロータリーバッジが授与されました 
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＜プログラム委員会＞ 

 

〇外部卓話は6回予定 

 

〇秋季家族例会 10月24日（水）⇒10月20日（土） 

 

〇春季家族例会  4月 3日(水)⇒ 4月20日（土） 

 

〇定款により休会 

  ２０１２年 ８月１５日(水)、１０月１７日(水) 

  ２０１３年 １月 ２日(水)、 ５月 ８日(水) 
 

 

※お配りしました12-13年度行事予定表の中で7月25日

（水）が移動例会となっておりますが、くずはゴルフ場で 

の例会です。お詫びして訂正いたします。 

☆新コーナー 「私にとってのきずな」  

 第１回目 はチャーターメンバー 今中七郎 会員 

 くずはロータリークラブを創立以来３７周年を迎え、歴代会長、役員、会員、関係各位

の皆様方のご協力により立派なクラブに成長いたしました。 

 顧みれば、初代会長徳田正也先生の並々ならぬ努力によりクラブ設立最低２０名の参加のもと、旧京

阪レストランに昭和49年5月30日総会を開き、田宮ガバナー、中嶋特別代表、当時の枚方ロータリーク

ラブ会長、有沢氏らに出席頂き、無事終了することができました。 

 思い起こせば出発時、例会場、例会日の決定等いろいろんな諸問題を会員の協力で進められ、初代

会長徳田正也氏の全員参加の奉仕をモットーに出発いたしました。 

 しかし、当時は職能代表としての色濃く皆様それぞれ職場の第一線で活躍されていて毎週１回、出

席も義務付けされたようで果たしてクラブ運営がうまくできるのかと大変心配されました。 

 初例会まで何度かのオリエンテーションによりロータリークラブの概要を理解する事ができましたが、

云うは易く、行いは大変難しいものです。 

 しかしながら、例会に出席続けた生活活動をしている間に自然と奉仕の精神が身についてくるものだ

と思いました。 

 各種の奉仕、社会生活、職業生活を通して人の為、世の為少しでも役に立ちたいと思うような人間に

成長していくものだと信じています。 

 １０周年記念式の時、出席された世戸ガバナーがくずはロータリーさんの例会前の会員相互のすが

すがしい明るい握手の光景を見て親しい交りの中に友情が生まれ、エネルギーが自然とわき出るもの

だと話されました。例会等色々な場で会員相互の交流を経てロータリアンとしての真の絆が生まれるも

のだと確信する次第です。 

 忘己利他の心境には至りませんが、多くの会合に積極的に参加する心、あきらめない心は自分自身

は勿論のこと、多くの人まで幸せに出来るパワーを持つ力になると思います。 

 私はくずはロータリークラブのチャーターメンバーの一人としてこのパワーと精神を 

もって残り少ない人生を過ごしたいと念願するものであります。 

 

 

＜ 広報委員会 ＞ 
 今年度の会長テーマ「原点回帰ロータリーのきずな

とともに」です。そこで「私にとってのきずな」について

会員皆様にご寄稿をお願いしております。 

基本的には何をお書き頂いても結構ですが、 

 〇地域とのきずな  

 〇ロータリー会員の皆さまとのきずな 

 〇家族・友人とのきずな 

などに関するエピソード、思い出などでお願いでき

ればと考えています。ご寄稿いただく内容にふさ

わしい写真をお持ちであればなお幸いです。 

以上、ご理解ご協力のほど重ねてお願い申しあげ

ます。      

   オレンジのバラ 花言葉：絆 



ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊新年度を迎えたよろこびに           原田武夫 

＊新年度を楽しく迎える事ができた喜びに   北村 隆 

＊皆出席記念品ありがとうございました     小西武夫 

＊初例会のよろこびに               日野守之 

＊一年間親睦委員長として頑張ります     西田英夫 

＊高島丸の出航を祝して             初木賢司 

＊伊太郎丸の無事の帰港、ジャンボ号の発展を祝して 

                             山中 卓 

＊皆出席記念品を頂いて             藤原和彦 

＊今年の宜しく                    今中七郎 

＊高島会長万歳！                 三木 彰 

＊新年度発足を祝って               足立恒雄 

＊皆出席！                      駕田 毅 

＊高島会長をはじめ新役員の皆様にエールをこめて 

                             國田欣吾 

＊初例会を祝って                  嶋田愛親 

＊新会長を祝い                   米田 勉 

＊高島丸の船出を祝して              中西庸夫 

＊初例会を迎えて                  重田惠年 

＊初例会を迎えて                  小林正彦 

＊会長として一年間お世話になります      高島叔孝 

＊高島会長はじめ理事役員の方、一年間よろしくお願い 

 します 又ホタル狩り家族会、孫も大変喜んでいました 

                             北川順清   

ニコニコ箱 合計 ￥177,000 累計   ￥177,000 

第１８２２回例会出席報告（７月４日） 

総会員数 出席者 出席率 

５７名   ４２名  79.25％ 

 お客様 米山奨学生 董璞玉(トウボクギョク) 様 

第１８１９回 例会補正後 出席率 80.77 ％ 

   メーク 3名  欠席 10名   除外 5名 

 

２０１２ クールビズ実施  

６月１日～９月３０日 

ロータリー徽章 着用 

 

 

２０１２年7月の 

 ロータリーレート １＄＝８０円 

 

○本日の配布物 

 

○本日の回覧物 

・枚方交野交通安全協会会報 

○地区行事等出席報告 

7/7 広報委員長会議                   辻村 

○地区行事等出席予定  

7/12 交野ＲＣ新年度挨拶訪問           高島、畠仲 

7/14 社会奉仕委員長会議         初木、多田 

7/17 地区財団FVP委員会             初木 

7/17 枚方ＲＣ新年度挨拶訪問        高島、畠仲 

7/21 合同地区委員会               初木、國田 

7/28 米山カウンセラー研修会              橘 

8/4  国際奉仕委員長会議             藤原 
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