
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 

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 

10/8 
（月祝） 

・５RC親睦ｺﾞﾙﾌ大会 

 交野ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 

10/10 

(水) 

・卓話 

  稲田義治 会員 

・国際奉仕/世界社 

 会奉仕合同委員 

 会 

10/17 

(水) 

・定款により休会② 

10/24 

（水） 

⇒20日に変更 

10/20 

（土） 

秋季家族例会 

中部国際空港滑走

路見学と名古屋懐

石ツアー 

９月：新世代のための月間 

第１８３３回 例会プログラム 
２０１２年９月２６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  

     源本将人 会員 

 

●卓話 

「ビジネスに活かす心理学活用法」 

 住まいるカレッジ代表幹事  

 麻生真琴 様 

 紹介者 稲田博旭 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12号 

2012-13年度高島会長テーマ 

 『                      

              』           

                                            

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

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「ペンタス」  

花言葉：願い事・あざやかな行動・誠実・博愛心・希望は実現する 

 

属名のペンタスはギリシャ語の「pente（５）」の意で、花

びらが５弁の星形をしていることにちなみます。和名は

花がサンタンカ（山丹花）に似ている草花から「クササ

ンタンカ（草山丹花）」。英名は「Egyptian star cluster

（エジプシャン・スタークラスター）」「エジプトの星の群

れ」という意で、とてもロマンチックな名前をもっていま

す。  

  

お悔み 
 嶋中完治会員はしばらくご静養、薬石の効もなく９月１６日朝、 

ご逝去になられました。 

ここに謹んでお悔やみ申し上げ、ご冥福をお祈り申し上げます。 
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会 長 の 時 間 

 本日は大阪府警本部少年課育成室から

主幹の谷岡眞美様を迎え講話を承ります

ほか、枚方クラブ、枚方ローターアクトクラ

ブから多数の皆様をお迎えし青少年の現

状について検討出来ます事を嬉しく存じま

す。 

 府警谷岡主幹様からはかつて少年補導

                              『原点回帰』 

枚方RACご紹介 

委員会にてお話を承り感動した記憶がござ

います。テレビ、新聞でいじめなどについて

関心が深まっている昨今、本日の講話を契

機にこれからの活動に処していきたいと思

います。 

〇少年喫煙者の現状 

 ・小学3年生頃からの経験者 

 たばこの値上がり時期に親が大量購入 

〇大阪での問題点特徴 

 ・14才以上の犯罪少年 ８％ 

 ・13才以下の軽犯罪  １３％ 

〇登校拒否少年の指導 

 ・いじめを受けている現状 

 ・プロレスの真似 

 ・教員の「危険性のみを注意」する笑いの 

  態度 

〇万引きの事例 

 ・ある少女の持ち物30数点の万引き品 

講  話 

  理由は友人が出来ないため対策として 

 物を与えるしかないとの思いつき、塾の費 

 用すら使い込んでの悲劇。店頭で注意さ 

 れての態度（厳しい注意が必要） 

〇集団生活の要 

 ・我慢の精神 

 ・おもいやりの意識が低下 

〇誰が観察するか 

 ・観察学習の低下を改善 

 ・小学校時代が大切 

〇いじめのクローズアップ 

 ・大人の責任 

 ・親の指導が重要 

 ・児童の輪の拡大 

「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    

枚方ＲＣ  ＲＡＣ委員長 北田栄一様 

       ＲＡＣ会長   白川史一様 

 枚方ＲＣが提唱しております枚方ＲＡＣ

より3名とともにお邪魔させて頂きました。 

 本日訪問させて頂いたのは、ローターア

クトについて理解を深めて頂き、会員の

紹介をお願いするものであります。 

〇枚方ローターアクトクラブについて 

 1985年6月23日に発足、3年後に30周年

を迎えます。現在の会員数は11名。 

 活動内容としては毎月第1・3月曜日に

様々なテーマをもとに知識を深める例会

を開催しています。また、総合老人福祉

施設を訪問し老人とのふれあいや年1回

淀川クリーンハイク（清掃）を実施していま

す。くずはＲＣの奉仕活動に参加させて

いただき、身近な若者（ご子息、お孫さ

ん、社員の方々等）をご紹介頂きますよう

よろしくお願いいたします。 
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＜秋の交通安全運動啓発活動報告＞ 

☆新コーナー 「私のきずな」  

     第１０回       北川 順清 会員   

  私が地域とのかかわりを持ち始めましたのは、小学校のＰＴＡからです。枚方市の方針

で、区長制度の廃止から自治会に移行される年でありましたが、この学校では「子供会」がＰＴＡの組織内

にあり、この機会に自治会の中で他の団体と同様に位置付をお願いしました。又、中学校のＰＴＡでは生

徒が他校の生徒に傷害事件を起こし、事件の解決に会長として非常に孤独感をいだきました。ＰＴＡ退任

後役員の方々と小学校のＰＴＡ・先生方の協力を得て、「青少年を守る会」の組織を作り、学校と地域・地

域と家庭三者一体の活動に取り組みました。心配していました「子供会」も子供会育成者の会として参加．

ＰＴＡも積極的に活動頂き、子供たちの健全育成や深夜徘徊等の非行防止のために「青少年育成指導委

員会」を中心に各団体一致協力した活動が実施できるようになりました。 

 ちょうどその時、枚方市より地域コミュニティの組織作りが指導され「青少年を守る会」も参入、自治会の

承諾を得まして地域の方が全員参加できる祭り［ふれあい津田夏祭り］を計画しました。 以来、毎晩のご

とく企画や人員の掘りだしに苦慮致しましたが、圧巻だったのは（居酒屋会議）と称して、有馬温泉のダイ

ヤモンドクラブやグリーンピア三木を借り、一泊で寝ずの会議を実施出来たことです。 三年（３回）で［ふ

れあい津田夏祭り］を完成させることができ、青少年を守る会・地域コミュニティ・校区福祉等津田（地域）に

ついてまで話し合うことができました。Ｏ１５７発生で中断はしましたが、この時に強く関わって戴きました

方々には今も地域のリーダーとして、ご活躍を戴いています。 

 以上、多くの方々に借りを作りましたが、私と地域との絆です。 

＊9月２１日(金）１６：００～啓発パレード 

1６：００枚方ビオルネ付近から枚方市民会館へ 

＊9月21日(金)７：３０～くずは駅早朝キャンペーン参加

くずは駅 7:30～８：００  

配布終了後例会場にて反省会を実施 

 

早朝の啓蒙グッズ（絆創膏）配布、夕方からは枚方市駅でのパ

レードに多数の会員が参加下さいましてありがとうございまし

た。                社会奉仕委員長 多田利生 市長はじめ警察署長、幼稚園児も参加しての盛大な発会式 



第１８３２回例会出席報告（９月１９日） 

総会員数 出席者 出席率 

５７名  ３８名 73.07％ 

第１８２９回 例会補正後 出席率 ６７．３１％ 

   メーク ５名  欠席 １７名   除外 ６名 

  お客様 谷岡 眞美 様 （大阪府警本部） 

        森  康有 様 （枚方警察署） 

        小野 俊文 様 （枚 方RC） 

        北田 栄一 様 （枚 方RC） 

        白川 史一 様 (枚方RAC） 

        寺田 雄一 様 （枚方RAC） 

        新庄 千裕 様 （枚方RAC） 

＜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）         

○本日の配布物 

・9月26日週報 

〇本日の回覧物 

・ガバナー月信2011-12最終号vol.13 

○地区行事等出席報告 

9/21 交通安全樟葉駅前ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 

   高島、畠仲、初木、稲田(義)、岩本、駕田、金森 

   川島、北村、北川、三木、南、西田、重田、多田 

   橘、上山、山口（尚）、山本（正）、山中 

9/21 交通安全パレード 

   高島、畠仲、初木、駕田、北村、小西、南、西田 

    多田、橘、上山 

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 

   高島、畠仲、稲田(義)、金森、岩本、川島、北村 

   三木、西田、多田、橘、上山、山本（正）  

○地区行事等出席予定     

9/27 献血ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ  

    高島、原田、畠仲、初木、今西、岩本、北川 

    北村、國田、多田、上野、上山、山本（正） 

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 

    稲田(義）、山口（伊)、原田、高島、橘、山中 

    北川、小林、米田 

10/11 枚方市追悼式         高島、山本（正） 

10/14 米山奨学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ          橘 
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＊嶋中様に万年筆の御礼もいえなくなりました。 

 ご冥福をお祈り致します。            駕田  毅 

＊欠席のお詫びに                 中西庸夫 

＊例会欠席のお詫びと新社屋竣工の喜びに 中谷賀久 

＊枚方RAC会員増強への御協力の程何卒よろしく 

 お願い申し上げます         枚方RC 北田栄一           

 

＜献血キャンペーンについて＞ 

 

       ＊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      

     

 ＊参加の場合はスタッフポロシャツの着用をお願いしま 

 す。 この事業はメイク扱いとなります。 

親睦委員会 社会奉仕委員会 


