
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 

7/25 

(水) 

・ガバナー補佐訪問 

・事前懇談会11:30～ 

(会長、副会長、幹事) 

・卓話「ＲＩ．地区方針 

 と所感」RI2660地区 

 IM3組ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 

  樋口 秀和 様 

8/1 

(水) 

・卓話 粟津会員 

・定例理事会 

8/8 

(水) 

・外部卓話 

 

 

8/15 

(水) 

・定款により休会① 

 『 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１８２４回 例会プログラム 
２０１２年７月１８日（水） 枚方市輝きプラザ｢きらら｣ 

●１２：３０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 

 - 食事と歓談 - 

●会長の時間 

●幹事報告 

●委員会報告 

 ・出席状況報告他 

●理事就任挨拶 

●クラブ全員協議会 

 ・201１-1２年度 決算審議 

  前年度事業報告 

  前年度収支報告 

 ・201２-1３年度 予算審議 

  事業計画発表 

  収支予算案  

●その他  

 ・ニコニコBOX報告 

●１３：３０ 閉会の点鐘 
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月 日 3分間スピーチ 

7 

１1 ― 

18 ― 

25 山中 会員 

8 

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３号 

▲東海道線全線開通。新橋～神戸間は20時間5分(1889)▲第一回衆議院議

員選挙(1890)▲コカ・コーラのボトル登場(1918)▲東京芝浦電気設立(1939)

▲東京都制施行。東京府・市を廃し旧東京府区域を東京都とする(1943)▲防

衛庁・自衛隊発足(1954)▲ラジオで「尋ね人」開始(1946）▲名神高速道路全

線開通(1965)▲電電公社ポケットベル営業開始(1968)▲郵便番号制度実施

(1968)▲環境庁発足(1971)▲日本、世界の長寿国となる(1978)▲北方領土返

還要求全国集会。約３千人参加(1979山形新幹線開業(1992)▲香港、イギリ

スから中国に返還(1997)  

  

  ７月の花「 デュランタ 」 

 花言葉：あなたを見守る・独りよがり・歓迎・ 

     目をひく容姿 

 

 

 

 
 

      

デュランタ（またはドゥランタ）は明治に渡来した常緑

高木または低木です。園芸品種が多く、トゲがあるも

のや羊毛のような毛が生えているもの、無毛のものな

ど形態もさまざまですが、多くは鉢植えで、花や花後

にできる濃黄色が美しい果実を観賞します。 
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会 長 の 時 間 

 RIについての感想を申し述べますと、今より100年以上もの昔から言われているとおり、

1982年当時の会長は次のことを申しておられます。１．ロータリーは奉仕を通じて平和を

築くこと ２．真の平和とは何か戦争弾力弾圧などの紛争のない状態を持続すること  

３．安心できる未来を築くための努力を惜しまないこと ４．心の静けさを保てるよう努める

こと ５．幸福である気持ちを持ち続けること ６．健康で地域に応え職業奉仕の出来る環

境を作ること ７．民族間の友情を保つことに貢献すること ８．国際協力に配意すること 

９．ポリオ撲滅の成果が期待できるように関心をもつこと 

ご 挨 拶 

 本年度、国際奉仕委員長に任命されました藤原です。年齢78歳と超高齢者ですので、

国際奉仕部門５人の委員長の絶大な応援と協力がなければ私は何も活動が出来ないと

思いますので、よろしくお願いしておきます。 

 さて、本年のＲＩ国際奉仕委員会指針の一つに６項目に及ぶ「未来の夢計画（ＦＶＰと称

す）」を策定しています。その一つに「基本的教育と識字率向上」が掲げれており、その夢

計画に基づいて、私は前年に引き続きタイ国における教育環境支援活動を継続していき

たいと考えています。そこで、タイ国、チェンライＲＣの原田義之氏と連絡を取り合い、今

後のことについて詳細に検討し、現地視察まで実施できればと思っています。 

藤原 和彦  新理事（国際奉仕委員長） 

就 任 挨 拶 

上山 芳次  新理事（CLP委員長） 

 昨年度に引続き、本年度もCLP委員長を務めさせて頂きます。前任の委員長からの引

継ぎでもあります出席率の向上に取り組んで参りましたが、なかなか成果が出ておりませ

ん。今年度につきましては、宮田クラブ研修委員長が関連の委員長と協議し、本年独自

の取り組みをしていくこととなりましたので、少しでも出席率向上が目指せるよう、会員皆

様ご協力の程よろしくお願いいたします。 

 交野RCは1984年6月に、くずはRCをスポンサークラブとして２５名で発足しました。来年

３０周年を迎えます。３年前の雨田会長のスタート時は２２名でしたが、２年間で約３０名ま

で回復しました。昨年一年間は出入りが激しく、現在３１名の会員数です。入会が新しい

会員が約3分の１を占めますが、親睦を通じて会員相互の「和と絆」を強くしているところ

です。どこのRCも会員増強は頭の痛い問題だと思います。色々な取り組みを各RCが

行っておられますが、くずはRCのような眺めの良い例会場所も、私ども交野RCとしは羨

ましい限りです。ゴルフ場といえば、５RCのゴルフ大会で集まったお金で、7月2日から開

署となった交野警察署の入り口に、観光マップを兼ねた案内板を寄贈することが出来ま

した。ありがとうございました。交野警察署は府下で65番目の開署で、署訓は「一署懸命」

です。それから、交野RCのホームページに「会長のひとりごと」のブログをUPしましたので

見て頂ければ嬉しく思います。今後ともくずはRC、枚方RC、交野RCは特に仲良くやって

いけるよう、よろしくお願いします。 

多田 利生  新理事（社会奉仕委員長） 

 本年度社会奉仕委員長を仰せつかりました多田でございます。今年度は高島会長の

テーマでもあります「原点回帰」をふまえ、前年度の事業を引き継ぎ進めて行くうえで今ま

での事業活動の精査を行い、各地域の団体と市民が必要とする事業に支援活動を行っ

てまいります。 

 昨年も実施した東日本大震災の被災者への社会奉仕「今、被災者に何が必要か」を調

査し、支援を行ってまいります 。また、春・秋交通安全活動、春・秋献血活動、今年から

新たに樟葉駅前での献血活動実施を考えておりますので、会員皆様ご協力よろしくお願

いいたします。 
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   オレンジのバラ 花言葉：絆 

おめでとうございます！ 
 

 

 嶋中完治会員からのご伝言 

 

 

 齢97歳の嶋中会員には、本年

度初来、消化器はじめ眼科治療

のため、枚方公済病院などへ通

院を続けられ、その合間には、当クラブ例会にも

出席を努めておられました。 

 ところが、先日来、胆石除去後の黄だん症状を

懸念され、再度、公済病院へ入院されました。 

 つきましては、これまでお世話になられた当

ロータリークラブ皆様方のことを病床にて懐想さ

れながら何とかこれに報いたいとて、多額のご寄

付を百万円頂戴いたしました。 

 顧みますと、今より25年前、当クラブ創立15周

年記念行事の開催時、幹事役としてご縁を頂い

たことから、小生に対し、徴意を懇ろにお伝えす

るよう依頼を受けました。早き回癒を祈念しつつ

本例会（7月11日）のひと時にお伝えいたします。 

                 会員  北村  隆 

ご 報 告 

７月入会記念日祝 川島吉博 SAA 7月入会記念日祝 山本一郎 会員 

7月お誕生日祝 森川正敏 会員   7月お誕生日祝 多田利生 会員 

7月お誕生日祝 畠仲 聡 幹事   7月お誕生日祝 高島叔孝 会長 

7月お誕生日祝 國田欣吾 会員  7月お誕生日祝 三木 彰 会員 

☆新コーナー 「私とロータリーのきずな」  

     第２回       足立 恒雄 会員 

 或る日、徳田正也先生に呼び出しされ、京阪レストランでお茶を飲みました。その時、 

先生は店長を呼んで何やら席の相談等をして、一人でうなづいていました。 

 当時、医師会会長であった倉内先生や牧野診療所の越智先生等に勧誘されて枚方ロータリークラブに

入会。いわゆるロタキチになってくずはクラブを創設しようとしていたのです。間もなく、２０名のチャーター

メンバーで枚方くずはロータリークラブが発足。初代会長として彼自身が就任しました。約一年後、徳田先

生はスポンサーとして私を入会させましたが、職業分類として内科医は自らでふさがっているので、小児

科医とされ、それでは小児科医の家内にますます頭が上がらないと文句を伝えたのですが、無視されまし

た。以来３７年間、ロータリーの皆様との“きずな”、更には職業を通じての地域の人々との“きずな”と広が

り廻り今日に至りました。毎週例会は会員のみならず、さらに広い地域の人々との絆を 

深める場となって、広がり廻ることを改めて実感する今日この頃であります。 

   ロータリーよ 永遠になれ！ 



ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊最終例会及び初例会を欠席したお詫びに 

                            山本正夫 

＊高島会長年度、楽しく明るい例会を目指します 

                            川島吉博 

＊誕生日祝いをいただいて             三木  彰 

＊誕生祝を頂いたよろこびに！ 

  國田会員と同月同日の誕生日とわかったよろこびに！ 

                              畠仲  聡  

＊先週は先に早退しました            平尾公介 

＊新年度ご挨拶                   交野ＲＣ 

ニコニコ箱 合計 ￥50,000 累計   ￥227,000 

第１８２３回例会出席報告（７月１１日） 

総会員数 出席者 出席率 

５８名   ３５名  69.23％ 

   お客様 林 茂一様 （京都八幡ＲＣ） 

         小菓裕成様 （交 野 ＲＣ） 

         長田恭子様 （交 野 ＲＣ） 

第１８２０回 例会補正後 出席率 ８６．７９ ％ 

   メーク １０名  欠席 ７名   除外 ４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 
 

○本日の配布物 

①週報7月18日号 

②クラブ全員協議会議案書 

〇本日の回覧物 

 ありません 

○地区行事等出席報告 

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 

○地区行事等出席予定  

7/21 合同地区委員会                   初木 

7/28 米山カウンセラー研修会              橘 

7/28 クラブ研修リーダーセミナー          宮田 

8/1  ５RC親睦ゴルフ大会実行委員会 

8/4  国際奉仕委員長会議             藤原 
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＜7月11日（水）例会 お客様＞ 

   林 茂一 様          長田恭子 様 小菓裕成 様 

  （京都八幡RC）    （交野RC幹事）（交野RC会長） 

７月２５日（水） 

ガバナー補佐訪問 

11:30～事前懇談会 

（出席者：会長、副会長、幹事） 

卓 話「RI・地区方針と所感」 

RI第2660地区IM3組ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 

樋口 秀和 様 


