
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 

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 

8/22 

（水） 

・卓話 

 白井博巳 会員 

 

8/29 

（水） 

・卓話 

 原 正和 会員 

 『 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１８２５回 例会プログラム 
２０１２年７月２５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 

●ご挨拶  

 ガバナー補佐 樋口秀和 様 

 枚方ＲＣ 会長 井上良典 様 

       幹事 吉原   博 様 

●幹事報告 

●委員会報告 

 ・出席状況報告他 

●3分間スピーチ  

  山中  卓 会員 

●卓話「ＲＩ・地区方針と所感」 

 ＲＩ第2660地区ＩＭ3組 

 ガバナー補佐 樋口秀和 様 

●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 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４号 

▲幕府、紫衣法度に背いた大徳寺の沢庵宗彭（そうほう）らを流刑に処すこと 

を決める(1629)▲英国でスティーブンソンが蒸気機関車の初試運転に成功

(1814)▲日清戦争はじまる(1894)▲味の素、発売(1907)▲初の民間航空機、朝

日新聞社の「東風」訪欧(1925)▲日本の最高気温40.8℃を山形で観測(1933)

▲ムッソリーニ失脚(1943)▲日本住宅公団が発足。「ＤＫ（ダイニングキッチ

ン）」の表示が 使われる(1955)▲日本シェーキーズ・ピザ、第一号店を東京・

赤坂に開店(1973)▲英国で初の試験管ベビー誕生。2610g(1978)▲バルセロ

ナ五輪開幕。同大会では水泳の岩崎恭子、柔道の古賀稔彦と 吉田秀彦が金

メダル獲得(1992)▲ウインドウズ９８日本語版発売(1998)▲和歌山・カレー毒物

混入事件。死者4人、中毒患者63人を出す(1998)  

  

７月の花「 サギソウ 」 

花言葉：清純・無垢・発展・名伯楽・神秘的な愛 

    夢でもあなたを想う・芯の強さ 

 

 

 

 
 

      

属名のハベナリアは、ラテン語の「habena（革ひも、手

綱）」という意で、細長く切れ込んだ花弁と唇弁の形か

らついた名だといわれています。名前のサギソウは、こ

の花の形が空を舞う白鷺を思わせることから「サギソウ」

と名づけられ「シラサギソウ（白鷺草）」とも呼ばれます。 
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会 長 の 時 間 

 本日は日頃の例会場が関西ジュニアゴルフ選手権予選競技のため使用できないので、こ

の広い高層ビルに変更、枚方市輝きプラザ「きらら」にて例会を開催いたします。 

 来週は樋口ガバナー補佐を迎えますので、種々お話があるかと思いますが、あらかじめＲ

Ｉの本年方針を要旨のみ申し述べます。 

 １．ＲＩ会員は現在１２０万人ですが、130万人への増員を目論むこと 

 ２．２６６０地区では現在3,706人ですが年度末には4,000人をめざし各クラブでは３～４名 

  の増員を図りたいこと 

 ３・クラブ増強策の一つとして①公共的イメージの強化を図るほか、②職業奉仕の実践 

  ③米山奨学会への協力、④世界社会奉仕のため 

 本年度、職業奉仕委員長を仰せつかりました中村でございます。 

前年に引き続き、、事業所への中学生体験学習、専門学生・大学生等の実習を積極的

に受け入れていきたいと考えております。 

 また、今年度は職場見学の実施を予定しておりますので、会員の皆様、ご協力よろしく

お願いいたします。 

中村 雄策  新理事（職業奉仕委員長） 

就 任 挨 拶 

重田 惠年  新理事（新世代奉仕委員長） 

 本年度、新世代委員長を仰せつかりました重田でございます。 

新世代委員長というのは初めての経験ですので、高島会長並びに畠中幹事又、 

理事役員の方々の協力を得ながらこの一年間立派に職責を果たしていきたいと思って 

おりますのでよろしくお願い申し上げます。本年度の事業としては、くずはロータリークラ

ブ杯少年野球ジュニア大会開催、支援事業としては北河内柔道大会、ボーイスカウトの

支援活動、子供１１０番に関する寄贈活動等を行いながらまた見直しが必要な事業につ

いては、提案も併せて行っていきたいと思っています。 

 また、地域の青少年の育成に一年間頑張っていきたいと思っていますので、会員の皆

様のご協力をお願い申し上げます。 

クラブﾞ全員協議会 

２０１１～１２年度決算および２０１２～１３年度予算審議 

議案①２０１１－１２年度事業報告について 初木前幹事より報告 

   ②２０１１－１２年度決算報告について 小西前会計より報告 

   ③２０１１－１２年度監査報告について 岩本前会計監査より報告   

                     

議案④２０１２－１３年度事業計画について 畠仲幹事より発表 

   ⑤２０１２－１３年度予算について    今西会計が発表 
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☆新コーナー 「私と地域のきずな」  

     第３回   高島 叔孝 会長    

 今年度のクラブ活動を始めるにあたり、メンバーのご協力のもとスムーズな運営に 会長として

努めてまいりたいと思います 

 さて、今年度 みなさまには「私と地域のきずな」をテーマとして、ご自身が常日頃お考えの身近なことについ

て書いて頂ければ幸いです。このテーマを選んだのは、昨年3月発生した未曾有の大震災で日本中が甚大な

被害を受けていますが、このような事態を乗り越えていくために、今一度考え直す課題と考えたからです。その

先陣を切る意味で私の経験と思いを記します。 

 私は親父が始めた建設業界の稼業を手伝うなか営業をとおして、地元の方々に喜んでいただくことで、より一

層のお世話をしたい、地域の発展を図りたい、また、名前を覚えてもらえる交流を持ちたいという思いを強くしま

した。 

 ３０歳で青年会議所の活動に参加し、本格的なボランティアに大いに刺激されのめり込みました。最初に取り

組んだのは、幼児の悲惨な交通事故を1件でも減らすことを目指し、人形劇を通じて子供たちに怖さ・悲しみを

教えるため幼稚園や保育所を巡ったことでした。この啓蒙活動には 交通安全協会の会長だった親父の協力

もありがたかったです。この活動は地域への奉仕活動の基本としてその後も30余年続けています。  

 地域での活動をする中で、青少年の健全な育成も私にとっておおいに気がかりな案件となりました。そこで 

枚方・交野地区少年補導員連絡会会員となり 青少年非行防止育成のために定期的なパトロールに参加、ま

すます地域の方々との連携・交流の機会が増えました。 

 そうなってくると、自治会活動においても周囲の方々からより楽しい企画が期待され、毎年の夏祭りや新春の

餅つき大会、川の清掃など地域の方々との結びつきは深いものになっています。 

 北大阪商工会議所工業クラブでの活動を通しても、またくずはロータリークラブに入会後も、多くの方々との

意義深い出会いがあり、新しい発見が続いておりますが、これからも健康で永く続けていければと思う次第で

す。 

といいますのも卑近なことですが、我が家には２人の娘がいます。つい先日、長女に２人目の子供が生まれま

した。この子の顔を見ていると自然と顔がほころびます。と同時にこの子たちのための時代を引き継ぐために、

私でできることを地域の方々と 地域のために、またロータリーのためにお役に立てればと考えているところで

     自治会新春餅つき大会の準備  



ニコニコ箱 合計    ￥0 累計   ￥227,000 

第１８２４回例会出席報告（７月１８日） 

総会員数 出席者 出席率 

５８名  ４１名 77.36％ 

   お客様 津田病院 医師 ５名 

第１８２１回 例会補正後 出席率  ８３．０２％ 

   メーク ９名  欠席 ８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 

・週報7月25日号 

〇本日の回覧物 

・「紀伊半島大水害」復興イベント第1回新宮・那智 

 勝浦天空ハーフマラソン大会のご案内 

○地区行事等出席報告 

7/21 合同地区委員会                   初木 

○地区行事等出席予定  

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      畠仲 

8/4  国際奉仕委員長会議             藤原 

8/21 IM3組会長・幹事会             

8/25 地区財団セミナー 

9/8 職業奉仕委員長会議 
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7月入会記念日祝 西田英夫会員 ７月入会記念日祝 橘喜久夫会員 

おめでとうございます！ 

７月入会記念日祝 小西武夫会員  

 

＜Photoes of KIZUNA ＞ 

  

 

 

 

 

 

 

大阪府公安委員会委嘱少 

年指導委員のパトロール！ 

警察少年課と一緒に立入 

調査を実施！   

 

     2012.7.18           参加者：宮田、高島、北川、山口(尚) 


