
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： 

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「イタリアのレッ 

 ジョ・エミリアの幼児 

 教育について」 

 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 
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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 

第１８００回新春祝賀例会プログラム 
 ２０１２年１月２５日（水） くずはゴルフ場 ３F 

●12:40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 宮田 会員 

●卓話「原田義之さんと 

    輝く瞳に会ってきました」 

    西田 英夫 委員長 

●その他  

 ・ニコニコBOX報告 

●13:30 閉会の点鐘 

●本日の会合 

＜ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ＞ 

 岩本、北川 

 新会員：小西、稲田（義） 
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ガバナー公式訪問 3クラブ合同例会 

講話 「ガバナー公式訪問所感」 

 本日は3クラブによる温か

い歓迎を受けたほか、日頃

は地区の各委員会に協力

を受け感謝の気持ち一杯

です。 

 去年開催された地区大会

に各クラブは優秀クラブとして受賞され、くずは

クラブでは財団クラブ寄付に１００％を早々に

達成されたことをまことに有難く思っています。 

 本年度各クラブでは、テーマとされる「くずは

―貴方が動けば何かが変わる」、「枚方―100

周年に向って精進しよう」、「交野―和を保ち源

泉を見直そう」を基に半年を過ごされ、私もあと

6クラブの訪問を残すのみとなりました。 

 この上は親子のきずなが薄れることのないよ

う家族を大切に、くずはクラブの週報にあると

おり、積善余慶、つまり良い事は継続する、世

界の変動に順応し、先を見越しての長期計画

のもと、自分自身の考え方を変化させていこう

の構想を着実に守っていかれることを期待しま

す。このため、財団寄付の効率的支出を図り、

国内での支出を可能にするほか、新クラブ結

成についても柔軟性をもたせ、若い人と古い人

とのギャップを少なくすることに努めました。こ

れは週休2日制による曜日にも配慮して、モー

ニング例会のクラブを結成し、会員が出席しや

すいようイメージ向上に改善を図ったのも一案

だったと思います。 

 宗教的になりますが、座禅するように耐え忍

んで精進し集中して物事に処するほか、ロータ

リーの提唱する「四つのテスト」に照らし合わせ

ての知恵も大切です。キリスト教で唱える聖書

11条の言葉をかりれば「神に感謝するため自

分の収入の10％を捧げる」とは財団寄付にあ

たっても適切な妙言と思います。 

 これを要するに心を広く優しく、にこやかに、

平和を求めては釈迦の教えを悟るとすれば自

己研鑽のためには苦から楽を求め、うまれ変

わっても無事の自分であるよう、まずは「家族

愛に謝すること」から始めて行きたいと考え、 

所感の終わりとします。 

記念品贈呈  新庄副会長(枚方ＲＣ)   岡部ガバナー（左）三村Ｇ補佐（右） 
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＜秋季家族例会収支報告＞ 

２０１１．１１．１９（土） 

＜収 入＞   

会員       ＠７,000×５５名    385,000 

参加会員会費  ＠7,000×1２名 84,000   

家族参加会費  ＠５,000×６名     30,000   

  合   計              499,000円 

 

 

＜支 出＞ 

食事・飲物 19名                  86,705    

バス代                    135,500 

通行料                    10,150 

拝観料(3カ所)               28,500 

旅行傷害保険代            1,900 

諸経費（添乗員運転手食事等）      13,700 

飲み物おつまみ等（車中用）       7,930 

添乗員寸志                                 3,000   

  合   計              ２８７,385円 

 

    残金 211,615円 

    （年越し家族例会へ繰越） 

    

 

 親 睦 委 員 会 報 告 

＜年越し家族例会収支報告＞ 

２０１１．１２．１７（土） 

＜収 入＞   

会員        ＠10,000×５５名   550,000 

参加会員会費 ＠23,000×３６名   828,000

家族参加会費  ＠17,000×２５名   425,000   

        小学生 ＠5,000×４名     20,000 

クラブ補助金               800,000 

秋季家族例会繰越金          211,615    

  合  計              2,834,615円 

＜支 出＞ 

竹茂楼（食事の飲物等）       1,765,000   

お土産  ゆばちりめん＠3,000     207,000 

 （会員４3名＋欠席会員20名（送料含））  

奇術司会者食事他          10,500 

舞妓芸妓じかた8名           360,000 

消費税サービス料          26,327 

奇術 謝礼               30,000 

司会者                    20,000 

ビンゴ経費・賞品             280,880    

お子様クリスマスプレゼント他8名        39,301    

写真代（ｲﾝｽﾀﾝﾄｶﾒﾗ含）         26,168  

雑費(ﾈｰﾑｶｰﾄﾞ他)             1,731        

 合  計               2,766,907円 

  残金 67,708円（ホタル狩り家族会へ繰越）   

会長の時間   交野ＲＣ  田中有会長 

 

 ５ＲＣ親睦ゴルフによる

チャリティ基金の活用方

法についてはＪＲ河内磐

船駅前にロータリーの掲

示板を来る５～６月を目 

途に設置予定。 

（新設交野警察署前に設置を交渉したが場所

の余裕がないため困難） 

 

閉会の挨拶 くずはＲＣ  山口伊太郎会長 

 

 岡部ガバナーには長時間

に亘ってのご指導に感謝し

無事例会を終了できたこと

はまことに喜ばしく存じま

す。 

 今年こそは災いのないことと会員一同のご健

勝を祈り閉会とします。 



ニコニコ箱メッセージ（敬称略） 

＊皆様に温かく迎えていただいて  ガバナー岡部泰鑑様 

                         

ニコニコ箱 合計  10,000 累計  ￥804,018 
○本日の配布物 

・ 

〇地区行事等出席報告 

 

○地区行事等出席予定 

1/21広報委員長会議                  多田 

2/1地区社会奉仕委員会                初木 

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

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１７９９回例会出席報告（１月１９日） 

総会員数 出席者 出席率 

５６名 ３５名 71.43％ 

第１７9６回 例会補正後 出席率 ％ 

   メーク 6名   欠席 12名   除外 7名 

※受付、開始時刻が変更になっています。 

     2011～12年度 １月度理事会通信  

 

〇報告事項 

 ①次年度地区委員の件  

  初木賢司 地区社会奉仕委員長、國田欣吾地区職 

  業奉仕委員会 

 ②大阪アーバンＲＣチャーターナイトの件 

  初木賢司(次)地区社会奉仕委員長、畠仲（次）幹事 

  が出席。 会費はクラブ負担とする。 

〇協議事項                             

 ①会費請求の件                          

 ②ＪＲ長尾駅前広場の時計台寄贈に関して 

  宮田会長年度より枚方市との間で話し合いが持たれ 

  ていたＪＲ長尾駅前広場のＲＣ看板設置が場所的な 

  事から時計台を要望されており、平成25年度末竣工 

  予定ですが本年度中に寄贈の意思表示となる文書を 

  提出願いたいとの申し出あり                                              

〇その他 

①新入会員オリエンテーションの件  

  1月25日例会終了後開催。 

  本年度入会された2名小西会員、稲田(義)会員 


