
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 

9/19 

（水） 

・移動例会 

・外部卓話 

  大阪府警本部 

  谷岡真美 氏 

・社会奉仕委員会 

・職業奉仕委員会 

9/26 

(水) 

・卓話 

 稲田博旭 会員 

10/3 

(水) 

・卓話 「職業奉仕 

   月間に因んで」 

  中村雄策 委員長 

・定例理事会 

10/10 

(水) 

・卓話 

  稲田義治 会員 

・国際奉仕委員会 

９月：新世代のための月間 

第１８３１回 例会プログラム 
２０１２年９月１２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 

●幹事報告 

●委員会報告 

 ・出席状況報告他 

●3分間スピーチ  

     中谷賀久会員 

●卓話  

 「日本拳法の道場について 」 

    林 宏毅 会員 

●その他  

 ・ニコニコBOX報告 

●１３：３０ 閉会の点鐘 

●本日の会合 

 ＜新世代奉仕委員会＞ 

 重田、小林、 米田、若林  
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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10号 

▲マラソン始まる(BC490)▲ヘンリー6世、イートン校を初の国王認可学校に

(1440)▲ハドソン、ハドソン川を発見 (1609)▲新橋--横浜間に鉄道走る(1872)

▲全国に商業会議所が次々と設立(1890)▲散歩中の4人の少年、ラスコーの

洞窟画を発見(1940)▲エチオピアで社会革命勃発。帝政から社会主義国家に

(1974)▲大阪で観測史上最高の69日連続真夏日(1990)▲全国の国公立学校

で週５日制スタート(1992)▲日本人初の宇宙飛行士となった毛利さんが、ス

ペースシャトル・エンデバーで ケネディ宇宙センターから飛び立つ(1992)  

2012-13年度高島会長テーマ 

 『                      

              』           

                                            

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

9 
19 米田 会員 

26 源本 会員 

10 

3 足立 会員 

10 田中（一）会員 

17 定款により休会 

24 ⇒20日に変更 

31 多田 会員 

  

９月の花「ブータンマツリ」  

花言葉：いたずら心・ひそかな情熱 

ブータンをはじめ、ヒマラヤ・エチオピア・中国の原産で、

主に出回るのは、明治の末に日本に輸入された中国原

産の「プルンバギノイデス（ルリマツリモドキ）」と、ヒマラヤ

原産の「グリフィシー（ブータンルリマツリ）」で、何本もの

枝を出して繁ります。名前は、ブータンの地名と同じイソ

マツ科にあるルリマツリに似ているため「ブータンマツリ

（ブータン茉莉）」といわれます。  
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会 長 の 時 間 

 9月は「新世代のための月間」です。30才ま

での若い人、すべてを含む新世代の育成を

支援するロータリー活動に焦点を当てる月

間です。クラブと地区は、の基本的ﾆｰｽﾞ、す

なわち健康、人間の価値、教育、自己開発

を支援するプロジェクトに着手するように要

請されています。詳しい資料もありますので

機会があれば読んで下さい。 

 また、今月は北村隆会員が米寿、初木賢

司会員が還暦を迎えられます。おめでとうご

                              『原点回帰』 

ざいます。これからも益々お元気で例会に

出席頂きますようお願いいたします。 

 

 9月は新世代の為の月間ですので月間に

因んだ卓話をさせて頂きます。手続要覧を改

めて開いてみますと「各ロータリアンは青少

年の模範」という標語を広報するように求めて

おります。また、手続き要覧によりますとロー

タリーの四大奉仕としてクラブ奉仕、職業奉

仕、社会奉仕、国際奉仕が記載されておりま

すが、2010年4月に開催された国際ロータ

リー規定審議会において規定が改正され今

では新世代奉仕（以前は青少年奉仕）を加

え五大奉仕となっております。 

 新世代奉仕とは、年令３０才までの若い人

すべてを含む新世代の多様なニーズを認識

しつつ、より良き未来を確実なものとするため

に新世代の活力を高めることによって新世代

に将来への準備をさせること」を各ロータリア

ンの責務とし、すべてのクラブと地区は新世

代の基本的ニーズを支援するプロジェクトに

着手するように奨励されています。基本的

ニーズとは健康、人間の価値、教育、自己開

発でありそのために国際ロータリーではイン

ターアクト、ローターアクト、ロータリー青少年

交換の四つの常設プログラムを用意していま

す。これから２６６０地区・各ロータリークラブ

が新世代奉仕の常設プログラムにどのように

取り組んでいるかお話します。 

〇インターアクト 

対象は高校在学中の学生または１４～１８才

までの若い人。地区担当はローターアクト委

卓  話 

員会。地区内ローターアクト提唱クラブは大

東、大阪、大阪阪南、大阪南、大阪南西、大

阪住吉、八尾の７クラブ。大阪桐蔭、相愛学

園、四天王寺、清風学園、大阪浪速、金光八

尾の６校でインターアクトクラブが活動中。 

〇ローターアクト 

対象は１８才から３０才までの青少年。地区担

当はローターアクト委員会。 

〇ﾛｰﾀﾘｰ青少年指導者養成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（ﾗｲﾗ） 

ライラ対象は１４～１８才、１９～３０才までの若

い人。地区担当は青少年活動委員会。春と秋

に実施、少年少女ニコニコキャンプは小学４

年～6年生、夏休みに実施。 

〇ロータリー青少年交換 

15～１９才の青少年への留学プログラム。長

期（1年）と短期があるが現在地区では長期の

み実施。当クラブも中国からトウボクギョクさん

を奨学生として受け入れています。さらに、国

際ロータリーは児童及び青少年の安全を考

え、肉体的、性的及び精神的な虐待特に性

虐待あるいはハラスメントの防止に関する声明

や指針を設けその実践を勧めています。日本

においては児童、生徒のいじめ、家庭内暴

力、登校拒否などが現代教育の問題点となっ

ていますがロータリーで特に取り上げたものは

今はありません。これまでの常設プログラムは

主に14才以上。今後は小学生あるいはそれ

以下の子ども達への取り組みが必要ではない

かと思います。 

 「新世代のための月間に因んで」  重田惠年 委員長 
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☆新コーナー 「私のきずな」  

     第８回     原田 武夫 会員   

 子どもの頃、私は毎日が夢と希望に溢れていました。 

 通っている学校や近所の大切な仲間たちと遊んだりすることは私にとって楽しくて仕方ありませんでし

た。また、大好きなサッカーのチームメイトたちと汗をかきながら厳しい練習を繰りかえす日々の中で、技を

磨くことや、試合に勝つことは、この上ない喜びを与えてくれました。 

 そして知らず知らずのうちにそれぞれの仲間たちと友情や絆が深まり、それは今も良き思い出となって鮮

やかに蘇ります。 

 思い起こせば、人生は常にだれかと何かの絆で結びついてきたように思います。 

 時にはその絆を結ぶ相手が動物の時もありました。もし絆というものがなければ、生きていくうえで笑いや

感動や、時には涙するということは、少ないのではないでしょうか。 

 絆で結ばれているという喜びがあるからこそ、人は誰かのために何かをしたいという感情が生まれるよう

に思います。ですから、これから先の人生も一人一人のできる事は小さいかも知れませんが、絆のもとに力

を合わせて行きたいと切に願っています。 

 ロータリーの仲間だからこそ、常に人のためになることは、何かを考えてひとつずつ実践していきたいと

考えています。 

 そして笑顔で奉仕活動を続けていくことでさらなる新たな絆をいろいろな場所で作り

続けて行きたいと思います。 

 充実した人生において絆はなくてはならないものだというのが私の信念です。 

おめででとうございます 

 入会記念日祝 小林正彦会員    入会記念日祝 米田勉会員     入会記念日祝 日野守之会員    入会記念日祝 源本将人会員 

 お誕生日祝 北村隆会員     お誕生日祝 初木賢司会員      お誕生日祝 山中卓会員    お誕生日祝 源本将人会員 

  長寿祝（米寿） 北村隆会員     還暦祝 初木賢司会員       入会記念日祝 重田惠年会員     



第１８３０回例会出席報告（９月５日） 

総会員数 出席者 出席率 

５８名  35名 ７０．００％ 

第１８２７回 例会補正後 出席率 ８０．７７％ 

   メーク ６名  欠席 11名   除外 5名 

     お客様 岩城宏司 様 (枚方RC) 

           堀田修平 様 (   〃  ) 

< お知らせ > 

第２６６０地区ＤＬＰ（ガバナー補佐制度）改正について 

 「ロータリーの心と実践 2012年改訂版」５１ページ 

 【19.3 2660地区のＤＬＰに関する方針、19.3.1 ガバナー 

  補佐制度】の中の下記項目を改正致します。 

 ２．ガバナー補佐の選考時期と呼称 

 【現 在】 

 ガバナー補佐が止むを得ない事由で職務を果たせない 

 場合は、地区ガバナーの指示に基づいて 

 ガバナー補佐エレクトがガバナー補佐の職務を代行する 

 【改正後】 

 ガバナー補佐が止むを得ない事由で職務を果たせない 

 場合は、地区ガバナーの指示に基づいて 

 直前ガバナー補佐 がガバナー補佐の職務を代行する 

 

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９月１２日号 

②献血キャンペーンのお知らせ 

③秋の全国交通安全運動啓蒙活動参画について  

〇本日の回覧物 

①枚方交野交通安全協会報(9月号) 

②9月19日移動委例会出欠確認表 

○地区行事等出席報告 

9/8 職業奉仕委員長会議        國田、中村 

○地区行事等出席予定     

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

〇メークアップ 

9/6 今中七郎会員 大阪難波RC 

9/7 初木賢司会員 大阪大手前RC 
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ニコニコ箱 合計 ¥50,000 累計   ￥383,000 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊入会祝いをいただいたので         日野守之 

＊入会記念、誕生日祝を頂いた喜びに   源本将人 

＊還暦のお祝いを頂いた喜びに       初木賢司 

＊北村会員、初木会員おめでとうございます 

 いつまでもお元気でロータリーライフを楽しんで下さい 

                           川島吉博 

＊83才母親の眼の手術が無事終わったことに 

  感謝しまして                 畠仲  聡 

＊78才の誕生祝をいただいて         山中  卓 

＊移動例会用の鐘を貸して頂き枚方RC第2500回記念 

 例会（8月25日(土)）が無事終了致しました  

 ありがとうございました       枚方RC 堀田修平 

＜ 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 


