
今日の歌♪ 

 「奉仕の理想」 

  奉仕の理想に 

 集いし友よ 

  御国に奉げん  

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 

  ロータリー 

今後の予定： 

1/25 

(水) 

・卓話  

 西田英夫会員 

1/28 

(土) 

・I．M 

四條畷市市民総合

センター 

9:10～受付 

9:40～開会 

  

2/1 

（水） 

・卓話 

 岡山量正会員 

・定例理事会 

2/8 

（水） 

 

・外部卓話 

NPO法人タイ国日本

語教育環境支援 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

 理事長原田義之様 

・被選理事会 

枚方・交野・くずはRC合同例会 
２０１２年１月１９日（木） ひらかた仙亭 

第１７９９回例会 
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『貴方が動けば 何かが変わる』 
１月：ロータリー理解推進月間 

2011-12年度 山口会長テーマ 
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月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

1 ２５ 宮田会員 

２ 

１ 森会員 

８ 中村会員 

１５ 中西会員 

２２ 中谷会員 

２９ 西田会員 

歓迎 RI第2660地区 岡部泰鑑ガバナー公式訪問 



●12:30 開会点鐘    交 野RC 田中会長 

●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      交 野RC 森親睦委員長 

 -お食事・歓談- 

●出席状況報告 

              交 野RC 渋田出席委員長 

              枚 方RC 堀田出席委員長 

              くずはRC 中谷出席委員長 

●会長の時間      交 野RC 田中会長 

●卓話「ガバナー公式訪問所感」 

          RI2660地区ガバナー 岡部泰鑑様              

●記念品贈呈      枚 方RC 大野会長 

●閉会の挨拶      くずはRC 山口会長 

●13:30 閉会の点鐘 交 野RC 田中会長 

●記念写真撮影 

●本日の会合 

  ＜被選理事会＞於：仙亭１F  

 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 
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  岡部 泰鑑 ガバナー  
  （おかべ たいかん） 
  プロフィール 

 
・生年月日 1950年11月28日 

・勤 務 先 日蓮宗 本山妙國寺 

・所 在 地 〒590-0942  

       大阪府堺市材木町東4丁1-4 

 

・経  歴 

 1973年 立正大学仏教学部卒業、 

 1980年 大阪市中央区 海寶寺 住職 

 2002年 堺市 本山 妙國寺 貫首 

 

・職業分類 僧侶 

 

・ロータリー歴 

 1985年     大阪城南ＲＣ入会 

 1993～94年度 幹事 

 2004～05年度 会長 

 ＲＩ第2660地区 

 1990～93年度 ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員会委員 

 1996～97年度 地区幹事（青少年担当） 

 1999～02年度 会員増強委員会委員 

 

・その他 

     ロータリー財団 メジャードナー 

 ベネファクター 

 米山功労者（マルチプル） 

第 １7９９ 回 例 会 プ ロ グ ラ ム 

新 春 祝 賀 例 会  1月11日（水） 

チャーターメンバー 

今中会員による乾杯 

2012年最初の3分間 

スピーチ 南会員 
山口会長より年頭の挨拶 
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＜第35回新春走ろうかい枚方ハーフマラソン＞ 

 

 2012年1月9日成人の日に枚方市河川敷公園にお

いて第35回記念新春走ろう会ひらかたハーフマラソ

ンが開催されました。全国から集まったランナー6028

人をゲストの狭間寛平さんとともに激励しました。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              社会奉仕委員長 國田欣吾 

                〃 副委員長 粟津直晶 

＜年越し家族会 御礼＞ 

 昨年度の年越し家族会には

多数のご参加をいただきあり

がとうございました。無事終了

し胸をなでおろしている次第で

す。出席いただいた皆様には

喜んでいただけたと思います。

本当にありがとうございました。本年度はあと1回「ほ

たる家族会」がございますので皆様ご参加のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 週報表紙に描かさせて頂いておりますが、今年は

「昇龍」の年であります。龍が雲を呼んで天に昇っ

ていくという年であります。会員の皆様の隆盛を祈

念し御礼といたします。 

 「積善余慶」― 善行を積みあげた家には子孫の 

           代まで幸せがめぐって来る 

   わが家が幸せなのもご先祖様のおかげです        

                親睦委員長 山中  卓 

入 会 式 

 

＊稲田 義治 会員  ４０ 才 

＊事 業 所   株式会社 稲田設備 

＊事業所住所 枚方市津田北町2-38-12 

          TEL072-896-1340 

＊職業分類   給排水工事   

＊推 薦 者   宮田明会員、山口尚志会員 推薦者山口尚志会員より 

稲田義治新会員の紹介 

 

＜ロータリー財団表彰・1月入会記念日祝 1月誕生日祝 おめでとうございます ＞ 

ＰＨFﾏﾙﾁﾌﾟﾙ足立恒雄会員・平尾公介会員・初木賢司幹事        入会記念日祝 中野保博会員、平尾公介会員 

表彰及び入会・誕生日祝記念品の授与 

誕生日祝 山本正夫会員 宮田明会員    中野保博会員    山口伊太郎会長    上野徹会員    辻村順一会員  

委 員 会 報 告 

山口伊太郎会長より 

ロータリーバッジの授与 



ニコニコ箱メッセージ（敬称略） 

＊誕生祝をいただいた喜びに          山本正夫 

＊新年の御祝いに                 小林正彦 

＊クリスマス家族会で景品を頂いた喜びに   岡山量正 

＊新年を迎えて                   米田 勉 

＊入会祝いをいただいて             平尾公介 

＊あけましておめでとうございます。本年もよろしく 

 お願い致します。入会記念、誕生祝を頂きありがとう 

 ございます。                    中野保博 

＊新年おめでとうございます           嶋田愛親 

＊新年のお祝に！                 重田惠年 

＊新年にあたっての祈念に            國田欣吾 

＊今年もよろしくお願いします           北川順清 

＊皆様の元気な顔を見てうれしいです     初木賢司 

＊誕生日の記念品を頂いたよろこびに     宮田 明 

＊本年もどうぞ宜しく                今中七郎 

＊お誕生日のお祝をいただいた喜びに    上野 徹 

＊年男の新年のよろこびに            源本将人 

＊誕生日の御祝を頂いて初心にかえって頑張ります 

                            辻村順一 

＊新年のよろこびに                日野守之 

ニコニコ箱 合計 138,000 累計  ￥794,018 
○本日の配布物 

・週報 

〇地区行事等出席報告 

1/12第4回地区研修委員会               金森 

1/14第2回地区財団FVPセミナー 

                    初木、高島、畠仲、多田 

○地区行事等出席予定 

1/21広報委員長会議                  多田 

2/4社会奉仕委員長会議            初木、國田 

2/8子ども110番安全外灯贈呈式 山口(伊)、初木、日野 
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 ２０１２年１月 

 ロータリーレート １＄＝７８円 

 

****************************  

２０１１～１２年度ＲＩ２６６０地区第３組 

インターシティミーティング 

「健康と防災・すべての奉仕活動は健康から!!」 

２０１２年１月２８日（土） 

受付９：１０～  開会９：４０～ 

於：四條畷市市民総合センター 

   ＜基調講演＞ 

   ①「我が国の歯科技術の実態と現状について」 

     講師 木下歯科医院長 木下桂 氏 

   ②「災害から何を守るか」 

     ―北河内７市周辺に予想される主な災害― 

     講師 四條畷市防災アドバイザー 村上博 氏 

   ③「知っておこうＡＤＥの実技指導」 

       四條畷市消防署チーム 

 

****************************  

＜出席者＞ 

 原田、初木、日野、稲田(義）、岩本、駕田、金森、北川 

 北村、小西、國田、南、源本、宮田、中野、嶋田、橘 

 高島、辻村、上野、上山、山口(伊)、山中、米田 

  

 

  

第１７９８回例会出席報告（１月１１日） 

総会員数 出席者 出席率 

５６名 ４１名 82.00％ 

第１７95回 例会補正後 出席率 77.55％ 

   メーク 7名   欠席 10名   除外 8名 

※受付、開始時刻が変更になっています。 


