
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 

8/8 

(水) 

・外部卓話 

 「健康管理のもと例 

 会に集う！」 

 (学)森ノ宮医療学園 

 石黒典男様 

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１８２６回 例会プログラム 
２０１２年８月１日（水） くずはゴルフ場 

●１２：４０ 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 

●会長の時間 

●幹事報告 

●委員会報告 

 ・出席状況報告他 

●3分間スピーチ  

   日野 守之 会員 

卓話「街コン」 

   粟津 直晶 会員 

●その他  

 ・ニコニコBOX報告 

●１３：３０ 閉会の点鐘 

●本日の会合 

＜定例理事会＞ 

 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 
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月 日 3分間スピーチ 
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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５号 

おめでとうございます！ 

８月８月  祝入会記念日祝入会記念日  
  

中村雄策会員（H５年） 

山中  卓会員（H６年） 

林  祐弘会員（H６年） 

三木  彰会員（H12年） 

辻村順一会員（H20年） 

森  賢司会員（H21年） 

８月８月  祝お誕生日祝お誕生日  
  

小林正彦会員（４日) 

米田 勉会員（５日） 

北川順清会員(21日) 

中村雄策会員（22日） 

小西武夫会員（22日） 

若林尚史会員（30日） 

山本一郎会員（30日） 

金森市造会員（31日） 

岡山量正会員（31日） 

  

８月の花「 アサガオ 」 

花言葉：はかない恋・仮装・偉大なる友情 

            固い約束・喜びあふれ・愛着の絆 

アサガオは奈良時代末から平安時代初期に中国から日本

に伝わったとされています。当時は花を観賞するのではな

く、薬用植物として栽培されていました。江戸時代に入って

から鑑賞用として栽培されるようになり、都市部を中心に品

評会などが催され、斑入り・八重・牡丹にそっくりな変化咲き

などの園芸品種が競うように誕生しました。 
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会 長 の 時 間 

 毎月、例会時に一度は唱えている「四つのテスト」の経緯について申し述べます。 

 これは1937年（昭和7年）、疲弊した企業再建策のため基準として案出されたもので、これ

を以てすれば必ず企業は好成績をもって立ち直るとのことで、1943年（昭和18年）、シカゴ

で採択され、昭和46年に版権を得たものです。 

 

 ２０１２～１３年度枚方ロータリークラブ５２代会長に就任しました井上良典と幹事の吉原 

博です。本年度枚方クラブは、会員数３８名からスタートです。ついに４０名を割り込み増

強に危機感を持って取り組もうと思っております。 

 また当クラブはＩ．Ｍを担当させていただきます。先週高島会長がご挨拶にお見えになっ

た時、くずはロータリークラブの全面的バックアップをお約束いただきました。とても心強く

思っております。 

 堀岡Ｉ．Ｍ実行委員長のもと着実に進行しております。開催日時は平成２５年１月２６日

（土）午後２時より会場は、メセナ枚方多目的ホールです。講師を招聘し講演会方式の

ミーティングとします。詳細が決定しだいご案内にお伺いしたいと思います。 

 以上１年間枚方ロータリークラブよろしくお願いします。 

枚方ロータリークラブ会長 井上良典 様 

ご 挨 拶 

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 

Ⅰ．地区方針 

 ①「育もう未来の力を―飛躍」 

 ②会員増強 各クラブが６％の増強目標 2013年6月現在3,900名にする 

 ③強調事項 a.クラブのサポートと強化 クラブリーダーの育成 

          B.人道的方針の重点化と増加 

          c. 公共的イメージと認知度の向上 

          ｄ.ＦＶＰについて 

          e.すべての協調事項の根幹には職業奉仕があるのでロータリアンの職業 

           奉仕の実践を充実させる 

 ④「灯心に火を点す」思いやりの心をもって 

Ⅱ．奉仕の心 

 ①独善的ではなく、他人のために奉仕すること 

 ②綱領、細則の範囲内であって互いの助け合いに役立つ活動ならば良好 

 ③奉仕を受けた人が本当に満足し、感謝する気持ちがあってこそ奉仕は充実される 

 ④自然環境に反しないよう、心の豊かさを求め、尊敬される満足感を得るよう原点を認 

   識すること 

Ⅲ．奉仕活動形態の変化 



Page 3 2012-13年度 第５号 

Weekly Club Bulletin 

 山中  卓 会員 

3 分 間 ス ピ ー チ 

☆新コーナー 「私のきずな」  

     第４回   金森 市造  会員   

 絆とは、「つなぎしめること。束縛するもの。」ということが辞書に記載されている。 

 ２０１１年を表す漢字として日本漢字能力検定協会は昨年末の１２月１２日に「絆」と発表した。その

理由は、「３月１１日に発生した東日本大震災や夏に近畿地方を襲った台風被害で家族の大切さ、地域社会のつな

がりの大切さを感じ支援を広めたこと、さらにはサッカーや野球というチームワークの必要なスポーツの試合での結果

を見て」と。ということは、集団生活をする上で当然自然発生的に起きる『人（ひと）』として生きる上での基本の心の持

ち方の姿勢を表していると思う。すなわち、「きずな」という概念は「断つことのできない人と人との結び付き」でありそ

の根底には「感謝の心の形」に立脚されているのである。 

 絆→感謝の心 

 絆創膏というものがある。 

 まさに、「断つことのできない物のつながり」という代物である。万一、傷をしっかりと留め置きしてくれない「絆創膏」

なら役に立たない。 

 私の幼い頃（昭和３０年後半まで）、耕作用に牛を飼っていた。水田の準備をする頃になれば、連日の如く牛との共

同作業である。私も父親に連れられて「すき」を使い田んぼで土おこしをし、稲作の準備をしたが、今から思い返せば

まさに「牛とのきずな」無くして水田の準備は到底出来なかったと述懐している。 

 牛は、時々、「もうーしんどいよー！もうー」という表情をする。その状況を察して少し休憩してやればまた作業を開

始してくれる。まさに共同作業である。お互いに感謝の気持ちが根底にあったと思う。 

 それから、５０年が経った現在では、水田耕作は、耕運機やトラクターという機械に取って代わり生き物同士のつな

がりは無くなったので「燃料が切れる。機械が故障する。ストップをかける。」まで動き回り共同作業をしているなんて

少しも感じないのではないか？ましてや、牛との共同作業をしていた時のような感謝の気持ちはあるだろうか？ 

 現在は、モノがあふれ、家庭でも共有するものが、少なくなった。たとえば電話。私の家で引かれたのは、農事有線

電話が始まりで、そのあと、隣同士で親子電話のような共有、そのあと個人電話になり、親子電話の機種、携帯電話

となった。電話一つをみても「きずなの精神」からだんだんとかけ離れてきた。確かに便利になった。親子電話以前ま

では「かかってきた相手」が、家族で共有でき子供ならどこの子と話しているかわかった。その時代に

は最近勃発しているような陰湿ないじめなんて無かったし、もしありそうになってもその予兆は家族が

察知できた。まさに不便、不自由、不快などの改善は「共有」「互助」を無にし「絆」をスポイルした。 

 全英オープンの優勝者が決定したその瞬間の優勝者アーニーエルスに感動・感激した私の気持ち

を話します。アダムススコット（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）ＶＳアーニーエルス（南ア）最後まで勝負がわからず、スコット

の最終のパットが決まらずアーニーアルスが優勝者となりました。すぐさまマイクを突き付けられ、その

第一声は「私はまぐれ。信じられない！スコットの気持ちを察するに余りある。でも彼はまだまだ若い、

まだまだチャンスはある。彼は立派な選手。私の優勝にもサポートしてくれた。」うわべだけの言葉では

なく、心底からの言葉でありました。相手の気持ちを思いやる心、そして相手を勇気づける言葉でエー

ルを送ったことは日本流の人情あふれる思いやりの心にうっとりさせられました。また次に「私の優勝

は私一人で成し遂げたものではない。この大会の役員、スタッフの方々、熱い声援を送って下さった

ギャラリーの方々、そして先輩友人に感謝します。また、マンデラ元大統領にも支えてもらいました。あ

りがとうござました。家族の大いなる強力な支えがあり、特にワイフには苦労をかけました。感謝致しま

す。」さまに、「絆とともに」を地で行ったものと察します。心あたたまるイギリスからの放映でした。 



ニコニコ箱 合計 ¥30,000 累計   ￥257,000 

第１８２５回例会出席報告（７月２５日） 

総会員数 出席者 出席率 

５８名  ３４名 ６５．３８％ 

   お客様 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 樋口秀和様(大東RC） 

         井上良典 様 （枚方RC） 

         吉原  博 様 （枚方RC） 

第１８２２回 例会補正後 出席率  ８３．１２％ 

   メーク ２名  欠席 ９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８月の 

 ロータリーレート １＄＝８０円 

 

 

○本日の配布物 

①週報８月１日号 

②ロータリーの友８月号 

〇本日の回覧物 

①ガバナー月信８月号 

②2012~13年度GSE派遣団長募集について 

○地区行事等出席報告 

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 

○地区行事等出席予定  

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           高島、畠仲    

8/25 地区財団セミナー             高島、國田 

9/8 職業奉仕委員長会議               中村 
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第20回建災防北大阪分会 安全大会   

2012.7.24   於：ラポール枚方  出席者：高島、國田、 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊ガバナー補佐より卓話を頂いたことと 

 ロータリークラブと孫に誕生日を祝って頂いた喜びに 

                            高島叔孝 

＊新入会の祝いと65歳の誕生日を祝って  森川正敏 

＊新年度ご挨拶           枚方ロータリークラブ 

＜7月２５日（水）例会 お客様＞ 

   樋口秀和 様            井上良典 様 吉原 博 様 

   (ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐）    （枚方RC会長）（枚方RC幹事） 

  出席者國田会員の 

  挨拶の言葉にも… 


