
今日の歌♪ 

 「四つのテスト」 

真実か どうか 

みんなに 公平か 

好意と友情を 

深めるか 

みんなのために 

なるかどうか 

今後の予定 

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 

10/8 
（月祝） 

・５RC親睦ｺﾞﾙﾌ大会 

 交野ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 

10/17 

(水) 

・定款により休会② 

９月：新世代のための月間 

第１８３２回 例会プログラム 
２０１２年９月１９日（水）  輝きプラザ「きらら」  

●１２：３５ 開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●ロータリーソング 

 「四つのテスト」 

●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  

     米田 勉 会員 

 

●講話 

 「少年非行の現状 」 

  大阪府警本部少年課育成室 

    主幹 谷岡 眞美 様 

●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 

 ＜職業奉仕委員会＞ 

 中村、森、南、中西 
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原点回帰～ロータリーのきずなとともに
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▲太政官布告により、平民も苗字が許される(1870)▲正岡子規、没。享年35歳

(1902)▲ディズニー製作の、ミッキー・マウスが歌うトーキー・アニメ映画 「蒸気

船ウィリー」が完成(1928)▲初の臨時ニュースは満州事変の第一報(1931)▲人

事院規制（公務員の政治活動制限）制定施行(1949)▲原水爆禁止日本協議

会（原水協）結成(1955)▲巨人軍の長嶋茂雄三塁手が、一塁ベースを踏みわ

すれて幻の本塁打(1958)▲種子島宇宙センターで、初のロケット打ち上げに

成功（1968)▲福島県いわき市で「モスクワ国立ボリショイサーカス」の雄のライ

オン1頭が オリから逃げているのを近くの住民が見つけ、地元猟友会員が射

殺(1992)  

2012-13年度高島会長テーマ 

 『                      

              』           

                                            

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

9 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「ユーチャリス」  

花言葉：清らかな心・気品・純な愛情・清々しい日々 

上品で清楚な純白の花には爽やかな芳香があり、新婦

の美しさを表す花という意味でよくブライダルフラワーとし

て利用され、また切り花としても使用されます。ただ流通

量が低く価格も高価。属名のユーチャリスは、ギリシャ語

の「eu（よい）」と「charis（引きつける）」からなり「たいへん

人目を引く」という意で、白い花の美しさによるとされま

す。 
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会 長 の 時 間 

 来る9月19日例会は、会場を「きらら」に

変更し、外部卓話者として大阪府警本部

谷岡眞美様を迎えて行いますので、よろし

くご出席のほどお願いします。 

 青少年の現状について、中でもいじめ問

題に関し、教育委員会での全国調査の結

果が報道されています。 

                              『原点回帰』 

〇いじめ件数 

 前回件数は70,131件（前年比7千件増） 

〇自殺件数 440件（1986年比268件増） 

 

 岩本会員からご母堂様のご逝去に際して

多額のお心遣いを頂戴しましたので、報告

をかねてお礼を申し述べます。 

 日本拳法は、防具（面・胴・股当て・グ

ローブ）を着用して殴打技・蹴り技・関節技

を駆使して勝敗を競いあう競技武道です。

少年（中学生２年生以下）は面をつけず、

顔面への攻撃は全て「空撃」で当てないこ

とになります。防具を着用した総合格闘技

と言った方が分かりやすいかもしれませ

ん。 

 私がこのようなスポーツを現在しているの

は、山本一郎師範（くずはロータリー会員）

に声を掛けてもらったのがきっかけです。

格闘技系のスポーツなどは経験したことが

なかったのですが、今年で１１年目になっ

てしまいました。 

 道場は、基本的に毎週土曜日の夕方6時

半から９時まで長尾中学校で稽古を行いま

す。４歳から65歳まで幅広い年齢層の方が

稽古に励んでいます。大人の職業も多様

で面白いと思います。今年になって少年の

卓  話 

入会者が増え、活気が出ています。 

 道場では、昇段試験（４月・６月・９月・１２

月）、ボーリング＆バーベキュー大会（５月

頃）、夏合宿（７月）、社会人大会団体戦（１

０月）を含む各種大会（ほぼ１年中）、そして

年末には本道場主催の白虎会優勝大会

（12月）が行なわれます。 

 また、５年間会費を払っていれば５年に一

度の海外合宿に無料で行くことができま

す。前回はカンボジアとベトナムに行きまし

た。海外合宿では現地の孤児院に赴き、そ

の子供たちの前で日本拳法の試合を披露

しました。また、防具をつけて突きや蹴りを

撃ってもらうなど体験もしてもらうことで交流

を深めたと思います。社会人大会団体戦は

青年部の大会としては 重要な大会です

が、2009年の大会で初優勝を飾りました。 

 興味のある方やお子様をお持ちの方は、

いつでも稽古の見学に来てください。お待

ちしております。 

 「日本拳法の道場について」  林 宏毅 様    

ご 挨 拶 

 過日、亡母の葬儀・告別式に当りまして

は多数会員皆様のお参りをいただき、そ

の上お花などを賜りまして誠にありがとうご

ざいました。厚くお礼申しあげます。 

 母親についての想い出は皆様と同様で

しょうが私も４～５年前ようやくおとなに

なった折のことです。電車に同乗した節、

母親が席を見つけて隣の席が空いている

と、大声で「こちらに席が空いているよ」と

誘ってくれるほどの息子想いでした。躾・

気概ともに弱くなく母親とはこの様にありが

たいものだと改めて痛感している次第で

す。一言お礼のご挨拶に替えさせて頂き

ます。 
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＜秋季家族例会のご案内＞ 

中部国際空港(ｾﾝﾄﾚｱ)滑走路見学と 

名古屋会席ツアー 

〇日    時 2012年 10月20日（土） 9時～19時 

〇集合場所 京阪電車樟葉駅前  

                   (場所は後日参加者に連絡) 

〇参 加 費 会 員 ７，０００円 

        ご家族 ４，０００円 (学生以下無料）

〇行  程 

    9：00 京阪樟葉駅前集合 (バスにて移動) 

   12：15 割烹「うな善」にて名古屋会席 

       小学生以下は「お子様ﾒﾆｭｰ」 

   13：30 出発 

   14：30 名古屋セントレア空港 

        空港滑走路見学コース 

   16：00 出発 

   19：00 京阪樟葉駅 到着 

☆新コーナー 「私のきずな」  

     第９回       岩本 昌治会員   

 「絆」という言葉についてその文章を依頼されて少し困った。 

 私の心を本心からゆさぶり、純粋に涙させた物書きがいます。1956年私より11才下で大阪に生まれたそ

うです。大学は同志社、我がクラブにもたくさんの同窓がおられます。素晴らしい表現力、「永遠の０（ｾﾞﾛ）」

「影法師」、もう感激で3回以上は繰り返し読んでいます。人と人とのつながりの巧みさ！決してたくらみで

は完結しない、またつながらない人との出会い。 

 今、読み終えた「海賊とよばれた男」上下巻。私自身にないモノをいとも簡単に表現されると、うっとりと恋

人に会った様な気持ちにさせられ、夢うつつの中に引きこまれる。 

 小説家、百田尚樹君。あなたに人生の「絆」を感じさせられた一人の人間である。 

 ぜひ、購読してください。また、違った人生が見えてくるでしょう。藤原ていさんのお子様の藤原正彦さん

と同じく、膝をたたいて納得のはずです。 

おめでとうございます 

高島会長より米山奨学生董璞玉さんに 

９月の奨学金が授与されました。                 

 ９月お誕生日祝 上山 芳次 会員 

   オレンジのバラ 花言葉：絆 

親睦委員会 



＜秋の交通安全運動啓発活動について＞ 

＊9月21日(金)７：３０～くずは駅早朝キャンペーン参加 

   集合 7:15 くずは駅 

   配布終了後例会場にて反省会を行います 

＊9月２１日(金）１６：００～啓発パレード 

   集合 15:40 枚方ビオルネ付近 

   パレード（約1時間）終了後解散 

  ①スタッフポロシャツ着用 ②メイク扱いとなります 

第１８３１回例会出席報告（９月１２日） 

総会員数 出席者 出席率 

５８名  ３４名 ６６．６７％ 

第１８２８回 例会補正後 出席率 ７８．００％ 

   メーク ４名  欠席 1３名   除外 ６名 

      お客様 董璞玉様 （米山奨学生） 

 

２０１２年 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 

・9月19日週報 

〇本日の回覧物 

・ 

○地区行事等出席報告 

9/16 北河内柔道大会開会式          重田 

9/18 IM担当者会議            畠仲、多田 

○地区行事等出席予定     

9/21 交通安全樟葉駅前ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 

9/21 交通安全パレード 

9/22 枚方青年会議所創立50周年式典 

                         高島、畠仲 

9/25 献血ｷｬﾝﾍﾟｰﾝチラシ配り 

9/27 献血ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 

9/28枚方市社会福祉協議会評議員会 畠仲、國田 

10/8 ５RC親睦ゴルフ大会 

10/11 枚方市追悼式               高島 

10/14 米山奨学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ          橘 

10/20 新世代奉仕正副委員長会議 
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ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊永年お世話になっている感謝の気持ちとして嶋中完治 

＊私人生の過半をロータリークラブにてお世話になり 

  米寿を迎えた喜びに              北村 隆 

＊万年筆を頂いた喜びに             森川正敏 

＊生きているよろこびに              岡山量正 

＊9月源本会員入会記念のよろこびに     山口尚志  

＊待望のおじぃデビューのよろこびに     山口伊太郎              

＜献血キャンペーンについて＞ 

＊9月2５日(火)７：３０～牧野駅献血ｷｬﾝﾍﾟｰﾝﾁﾗｼ配り 

    集合 牧野駅  

＊9月２７日(木)１０：００～１２：００ １３：００～１６：００ 

    場所 牧野生涯学習市民センター     

  ①スタッフポロシャツ着用 ②メイク扱いとなります 

社会奉仕委員会 


