
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 

9/2 

(日) 

第6回くずはRC杯 

枚方少年野球ｼﾞｭﾆｱ

大会開会式  

於：枚方総合体育館 

陸上競技場  

9/5 

(水) 

・卓話「新世代のた

めの月間に因んで」 

 重田惠年 委員長 

・定例理事会 

9/12 

（水） 

・卓話 

 林 宏毅 会員 

9/19 

（水） 

・外部卓話 

 

第１８２９回 例会プログラム 
２０１２年８月２９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 

 「それでこそロータリー」 

●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  

    宮田  明 会員 

●卓話 

   原  正和 会員 

●その他  

 ・ニコニコBOX報告 

●１３：３０ 閉会の点鐘 
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原点回帰～ロータリーのきずなとともに

2012-13年度 第８号 

▲ファラデーの電力実験(1831)▲韓国併合で朝鮮に改名(1910)▲初のケーブ

ルカー、奈良に登場(1918)▲ドイツの飛行船ツェッペリン号が２２日間の世界一

周に成功(1929)▲プロ野球、テレビ本放送開始。巨人VS阪神(1951)▲宝塚歌

劇「ベルサイユのばら」初演(1974)▲電電公社（現在のNTT）は、電話加入数が

3千万を越えたことを発表。 アメリカ合衆国に次いで世界第2位(1975)▲角川

書店社長の角川春樹がコカイン疑惑で逮捕(1993)  

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

8 29 宮田 会員 

9 

5 北川 会員 

12 中谷 会員 

19 源本 会員 

26 米田 会員 

  

８月の花「シュウカイドウ」  

花言葉：片思い・親切・丁寧・可憐な人・繊細 

江戸時代の初めに日本に渡来したといわれ、秋を象徴

する花です。「秋海棠」と書きますが、ベゴニアの仲間で

海棠とはまったく別の花です。また花の垂れさがる様を

「ヨウラク（仏像の首飾り）」に例えて、別名を「ヨウラクソウ

（瓔珞草）」、 または愛する男性を待ち侘び、断腸の思い

で流した涙が美しいシュウカイドウとなったという中国の伝

説から「ダンチョウカ（断腸花）」とも呼ばれます。 

2012-13年度高島会長テーマ 

 『                            

 

 

                   

                                           』 
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会 長 の 時 間 

 昨日8月21日には、IM３組の会長幹事

会が行われました。席上で当クラブの５８

名会員数の多いのが賞賛されました。 

 一方、四條畷クラブでは、11名の会員

数で、入会後3回目の会長をされている

所もありました。 

 今月は、会員増強月間に当っておりま

すので、源本会員増強委員長と共に努

                              『原点回帰』 

力して参りたいと思います。 

お知り合いの方などおられましたら、何

卒よろしくご尽力下さいますようお願い

申しあげます。 

 私は6年前にUFJ銀行（現在の東京三

菱UFJ銀行）を退職し、家内の実家の運

送業を手伝うことになりました。銀行とは

まったく分野の違う仕事を始めたもので

すから日々の業務に追われる毎日で、

銀行員時代を振り返ることもなく過してお

りましたので、今日は当時を思い出しな

がらお話させていただきたいと思いま

す。 

 私は平成３年、今から約20年前に三和

銀行に入行しました。なぜ銀行員になっ

たかというと、大学の先輩に話を聞いて

いるうちに面白そうだなと思い入行しまし

た。 

 三和銀行は平成13年に東海銀行と合

併しUFJ銀行になり、平成17年には東京

三菱銀行と合併、現在の東京三菱UFJ

銀行となりました。三和銀行はどんな銀

行だったのかと思いインターネットで検索

すると、とてもネガティブなイメージが多

い銀行なのです。非財閥系で大企業に

弱く、ピープルズバンクを表号して個人

に優しい都市銀行という好感が持てる銀

行。経営陣の派閥抗争に終始してガツ

卓  話 

ガツした熱い人が多い体育会系の銀行。 

 平成3年千里中央支店、平成5年にくず

は支店にそれぞれ3年弱勤めていまし

た。その当時の支店長はくずはRCに入

会していたように思います。くずは支店か

ら東大阪支店に転勤、平成10年に三宮

ローンセンター、平成13年に京都南ロー

ンセンター、その後北九州ローンセン

ターで勤務を終えました。 

 当時の住宅ローンと言えば、難しいよう

ですが、私は8年ぐらい住宅ローンセン

ターに勤務しておりましたので、住宅ロー

ンの事でお困りのことなどございました

ら、多少なりともお役にたてるかと思いま

すので、何なりとご相談いただければと

思います。 

 

 

「銀行員時代の話」   白井博巳 会員 
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「○○RCです」に感謝! 感謝! 気仙沼RC 

 気仙沼ＲＣでは、現役会員２名とその奥様２名、計

４名が被害にあった。また、大半の会員が会社・店

舗・工場・我家などに倒壊・流失の被害を受け、かな

りの打撃だった。しかし、「○○ＲＣです。応援したい

ので必要な品物を言って下さい。」「○○ＲＣです。

炊き出しの支援をしたいので、場所を指定して下さ

い。」「○○ＲＣです。支援物資を持って行きたいの

ですが。」など、県内外のＲＣからどんどん電話が来

た。電話１本で話がまとまり、具体的な支援の内容と

日程などが即決する。事務局員と私とでほとんど対

応させていただき、数多くのＲＣのメンバーが気仙沼

を訪ねてくれた。ロータリークラブの友情と、メンバー

一人ひとりの心の優しさ、おおらかさ、大きさ、すべ

てが「○○ＲＣです」の一言に表れる。今回ほど「○

○ＲＣです」の響きが力強く、大きな励みに感じたこ

とは無い。本当にありがとうございました。おかげさま

で、５月24 日に例会を開催できました。 

  気仙沼ＲＣ（宮城県） 直前会長・神山 正志 

※第2520地区「ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信」2011．07-09夏号抜粋 

「会員増強月間にちなんで」   源本将人 会員増強委員長 

 現在当クラブ会員数は58名ですが、今

年度は６％の増強と言う事で、4名の純

増を目標にしております。なんとか達成し

たいと考えておりますので、皆様のご協

力と新会員情報の提供をよろしくお願い

いたします。 

 高校野球全国大会は、今日明日と準

決勝・決勝を迎えます。おそらく決勝戦

は大阪代表の大阪桐蔭と青森代表の光

星学院になるのではないかなと予想して

います。本日の準決勝戦は全国でも名

の知れた強豪校4校ですが、光星学院は

青森出身の子どもは一人もいません。  

スピーチ 

明徳義塾にしても高知出身はおそらく2

人くらいというように、強豪校は中学校か

ら、また小学校の時からスカウトしようと全

国を駆け巡り、良い選手獲得のために情

報収集に力を入れています。それだけ甲

子園への道は難しいということです。 

 当クラブも外部から「くずはロータリーク

ラブに入りたい」と思われる様にしていく

為には、クラブの価値を見い出した中

で、今以上に魅力あるクラブになるよう取

り組むことによって、入会して下さるので

はないかと思います。皆様からの情報提

供をよろしくお願いいたします。 

 嶋中完治会員からのご芳情により万年筆を

頂戴いたしました。また、会員皆様からの感謝

の寄せ書きを差し上げました。 

  

 
嶋中会員より 

 
被災地からのメッセージ 



ニコニコ箱 合計  ¥0 累計   ￥320,000 

第１８２８回例会出席報告（８月２２日） 

総会員数 出席者 出席率 

５８名  ３５名 70.00％ 

第１８２５回 例会補正後 出席率  79.00％ 

   メーク ３名  欠席 １５名   除外 ６名 

＜ 新世代奉仕委員会のお知らせ ＞ 

 

 

第6回くずはRC杯枚方少年野球ｼﾞｭﾆｱ大会 

開会式のご案内 

 

2012年9月2日（日) 10::00～ 

於：枚方総合体育館陸上競技場 

 

 今年も多数のチームが参加されますので会員の皆様ご出 

 席よろしくお願いいたします。スタッフポロシャツ着用 

 

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９月の 

 ロータリーレート １＄＝８０円 

 

 

○本日の配布物 

①週報８月２９日号 

②卓話資料 原正和会員 

〇本日の回覧物 

①第６回くずはRC杯少年野球大会開会式参加確認 

②2012-13年度のための地区協議会記録書 

③2012-13地区委員会活動計画書 

○地区行事等出席報告 

8/25 地区財団セミナー       高島、北川、國田 

○地区行事等出席予定     

9/1 ＲＡＣ・新世代委員長会議      重田、小林    

9/2 第6回くずはＲＣ杯枚方少年野球ｼﾞｭﾆｱ大会 

      高島、北川、原田、岩本、駕田、北村、國田 

      宮田、重田、上野、山口(尚)、山中 

9/8 職業奉仕委員長会議         國田、中村 

9/18 IM担当者会議             畠仲、多田 

9/22 枚方青年会議所創立50周年式典 

                      高島、原田、畠仲 

○メークアップ 

 8/8 マキノ会  今中、北村、山中、南、岩本、三木 

           橘、高島、山本、上野、畠仲、中村 

           川島、上山 以上14名 
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＜ 第１９回５RC親睦ゴルフ大会のお知らせ ＞ 

 

 

 ＊日 時 ： 2012年10月8日（月/祝） 

 ＊場 所 ： 交野カントリー倶楽部 

 ＊会 費 ： 10,000円 

 ＊締 切 ： 2012年9月26日(水) 

  


