
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 

7/11 

(水) 

・理事挨拶 

（5大奉仕及びCLP委 

 員長） 

 

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 

・卓話「ＲＩ．地区方針 

    と所感」 

 

 『 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 

                   ▲西園寺公経の船、宋から帰還(1242)▲アメリカ、英国

からの自由と独立を宣言(1776)▲英オックスフォード大学の数学教師チャールズ・ドジソ

ンが、友人アリス・リデルのために作った「不思議の国のアリス」出版(1862)▲露国軍艦

一艘、北蝦夷地久寿内へ渡来。男女100余人が上陸駐屯(1865)▲初の経済白書、社会

党片山内閣により発表(1947)▲第一回プロ野球オールスター・ゲーム(1951)▲破壊活

動防止法、成立(1952)▲新東京国際空港、成田に決まる(1966)  

第１８２２回 例会プログラム 
２０１２年７月４日（水） くずはゴルフ場 

●１２：３０新年度初例会 

 －乾杯・食事・歓談－ 

●１２：４５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 

●入会式 森川正敏 新会員 

●前年度役員記念品贈呈 

●前年度皆出席表彰 

●役員挨拶 

   高島叔孝 新会長挨拶 

   原田武夫 新副会長挨拶 

   畠仲  聡  新幹事挨拶 

   川島吉博 新SAA挨拶 

●プログラム発表 日野委員長 

●委員会報告 

 ・出席状況報告他 

●その他  

 ・ニコニコBOX報告 

●１３：３０ 閉会の点鐘 

●本日の会合 

＜第1回定例理事会及び 

          クラブ協議会＞ 

 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、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    
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月 日 3分間スピーチ 
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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１号 

  

  ７月の花「オレンジのバラ」 

 花言葉：絆・愛嬌・爽やか 

バラの花言葉は色や種類によっても違い

ます。バラ全般に言われる花言葉には、

愛・恋・美・幸福などがあり、葉にも「希望あ

り・頑張れ」という花言葉があります。 

オレンジのバラの花言葉は「きずな」。 
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 ２０１１年３月、未曽有の大震災が

計り知れない被害をもたらしました。

その震災からの復興を進める中、我が

国の「きずな」はより深く、固いもの

となりつつあります。今私たちロータ

リアンは、この不況の情勢下にあって

も、永々と培ってきた 「きずな」を

原点にさまざまな奉仕活動の充実へと

目を向けなければなりません。 

 １９７４年に我がクラブが創立され

早３８年が経過しました。そしてこれ

から４０周年に向かって、私たちは今

一度ロータリーの原点を見つめ、我が

クラブの歴史をふまえることが最も大

切なことと思います。 

 それは、『原点回帰』のことばの通

り、「基本をふまえ、初心を忘れず、

ロータリー活動に対して忠実であろ

う」とロータリアンの皆さんに提起す

るものであります。 

 私たちは今まで様々な奉仕活動や事

業を、我がクラブの中で取り組んでま

いりました。これらさまざまな奉仕活

動が、有効であったことは言うまでも

ないことですが、しかしその範疇に無

駄や効果の薄い部分がなかったか、あ

２０１２－１３年度 会長テーマ 『 原点回帰 』 （ロータリーのきずなとともに）  

 

 ☆新コーナー 「私と地域の絆」 

高島 会長方針 

るいは又、より効率良いものを求める

ことは当然ではありますが、その取り

組みの過程の重要性をしっかりと見極

めてきたかどうかを知ることも、本当

に大切なことだと思います。 

 更に、奉仕活動、事業運営のみなら

ず、地域につながり、多角的な見地か

ら会員相互の「責任と自覚」の分野に

も十分に意識を向けていただけるよう

クラブ環境を調えて行かなければなら

ないと思います。歴史のある我がクラ

ブ、その固い「きずな」で結ばれた会

員同士というこの上ない 「人と人と

の営み」 を以て このテーマのもと

にクラブ運営を進めてまいりたいと考

えています。 

 「高い奉仕の理想」の信念にもとづ

き、そして私たちの深いつながりのも

とに原点に立ち返り、私たちの活動を

さらに推し進めるべく、会長として努

力研鑽に励む次第であります。 

 会員皆様方の力をお借りし、力を合

わせて邁進いたす所存です。どうかご

支援ご協力を賜りますことをお願い申

し上げます。 

 

 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。（１枚もしくは２枚掲載したいと考えています） 

以上、ご理解ご協力のほど重ねてお願い申し上げます。          広報委員長  辻村順一 
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＜ホタル狩り家族会開催＞  2012年6月30日（土） 於：雲ケ畑 洛雲荘 

２０１１－１２年度 皆出席会員   ２１名 

35回皆出席 今中七郎会員 35/38 

32回皆出席 北村 隆 会員 32/34 

25回皆出席 平尾公介会員 25/25 

         南  武  会員 25/25 

23回皆出席 宮田 明 会員 23/23 

22回皆出席 藤原和彦会員 22/26 

20回皆出席 原田武夫会員 20/22 

19回皆出席 岩本昌治会員 19/21 

         駕田 毅 会員 19/19 

         北川順清会員 19/19 

         高島叔孝会員 19/19 

 

17回皆出席 山中 卓 会員 17/17 

15回皆出席 山本正夫会員 15/15 

14回皆出席 上山芳次会員 14/14 

12回皆出席 國田欣吾会員 12/13 

10回皆出席 三木 彰 会員 10/11                        

 9回皆出席 山口尚志会員 9/13 

 ７回皆出席 日野守之会員 ７/７ 

 3回皆出席 畠仲 聡 会員 ３/15 

 1回皆出席 橘喜久夫会員 １/2         

        小西武夫会員  1/1   

  

２０１１－１２年度 ホーム皆出席  ３名  

上野  徹 会員  皆出席 １２回／在籍 １３年    山口伊太郎会員 皆出席 １０回／在籍 １０年 

初木賢司 会員  皆出席 １０回／在籍 １０年  

 表   彰 

 伊太郎丸の悠々の航海が有終の美を飾り、「原点回帰」のジャンボ号の船出にふさわしい一時でした。京都

洛北の地雲ケ畑で６０名参加の家族会でした。渓流の音に癒され川っぷちに設けられた床で、食、飲、語がは

ずみ、ロータリーは家族を地でいき、強い絆を得る事ができました。北山杉の美林が闇に包まれた頃、川岸から

蛍が飛び交い幽玄の世界が広がると楽しみにしていましたが、車窓にうつるちらほらの蛍の火にまた趣がありま

した。ご参加いただきました会員・ご家族の皆様、ありがとうございました。  11-12親睦委員長   山中 卓     



ニコニコ箱メッセージ（敬称略） 

＊山口伊太郎会長一年間お疲れさまでした 

                            高島叔孝 

＊役員の皆様、一年間お疲れ様でした    駕田  毅 

＊山口会長はじめ理事・役員の方 

          一年間お疲れ様でした   中野保博 

＊役員皆様、御苦労さまでした        橘喜久夫 

＊甲子園のマウンドに立てた喜びに 

                      ロータリーに感謝！     源本将人 

＊多田会員に甲子園の“砂”をおみやげに 

   いただきました。 ありがとうございます！西田英夫 

＊入会させて頂きありがとうございます     白井博巳 

＊１００万ドルランチ年間6回分をニコニコ箱へ 

                   （6回開催/205,000円） 

                

ニコニコ箱 合計 ￥273,000 累計 ￥1,727,491 

第１８２１回例会出席報告（６月２７日） 

総会員数 出席者 出席率 

５７名   ３５名  70.00％ 

        お客様 森川正敏 様 

第１８１８回 例会補正後 出席率 80.76 ％ 

   メーク 7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 

①ロータリーの友7月号 

②2012-13年度週報ファイル 

③RI会長、ガバナーメッセージ 

④2012-13度委員会構成表 

⑤2012-13年度プログラム表 

⑥2012-13年度緊急連絡網 

⑦2012-13年度例会について 

⑧2011-12年度下期ニコニコ寄付領収書 

○本日の回覧物 

・ガバナー月信7月号 

○地区行事等出席報告 

6/29 新旧地区職業奉仕委員会           國田 

7/3 社会を明るくする運動ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ・駅前啓発 

                  岩本、北川、原田、高島 

○地区行事等出席予定  

7/7 広報委員長会議                   辻村 

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 
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