
今日の歌♪ 

 「奉仕の理想」 

奉仕の理想に 

集いし友よ 

 御国に捧げん我等の業 

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 

今後の予定： 

3/14 

（水） 

・卓話 中村雄策会員 

・被選理事会及び 

予定者クラブ協議会 

3/21 

(水) 

・卓話 重田惠年会員 

・第2回情報集会 

3/28 

（水） 

・卓話 辻村順一会員 

・三九会 

  

4/4 

（水） 

・外部卓話 

・定例理事会 
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                  ▲日本で初めての女帝、推古天皇、没。75歳

(628)▲蒙古・高麗の使者が対馬に来る(1269)▲鎌倉幕府が後醍醐天皇を

隠岐へ流す(1332)▲上杉謙信が小田原城を包囲(1561)▲キャプテンクッ

ク、ハワイ島到達(1788)▲未成年者喫煙禁止法を公布(1900)▲治安維持

法が修正可決(1925)▲北丹後大地震(1927)▲警察制度改正(1948)▲消防

組織法制定(1948)▲群馬県警が連合赤軍逮捕者の自供からリンチによっ

て「処刑」された元京大生の凍死体を発見(1972)▲日本テレビ「木曜スペ

シャル」に、ユリ・ゲラーが出演、スプーン曲げを 行ってみせる。超能力

ブームに(1974)▲山口百恵が三浦友和との婚約発表(1980)  

第１８０６回例会プログラム 
 ２０１２年３月７日（水） くずはゴルフ場 ３F 

●12:40開会点鐘 

●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 

●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 

   岡山量正 会員 

●卓話 

 「識字率向上月間に因んで」 

  國田欣吾 社会奉仕委員長 

●その他  

 ・ニコニコBOX報告 

●13:30 閉会の点鐘 

●本日の会合 

 ＜定例理事会＞ 

 山口(伊)、北川、初木、三木 

 小西、高島、岩本、國田、畠仲  

 中野、日野、上山、山中 

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

3 

７ 岡山会員 

１４ 重田会員 

２１ 嶋田会員 

２８ 嶋中会員 

4 

４ 多田会員 

１１ 橘会員 

１８  

２５ 田中（一）会員 

  

３月の花「ムスカリ」 

花言葉：夢にかける思い・高貴な生活 

    失意・失望・憂鬱・ 

    黙っていても通じる私の心 

 
ムスカリはギリシア語の「Moschos（麝香）」を意味し、

種類によっては麝香の香りがすることからムスカリと名

づけられました。ただ現在はこの花に強い香りはあり

ません。英名はこの花の色や形状から「grape hya-

cinth （グレープ ヒヤシンス）」といいます。 

 

 



会長の時間 
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 3分間スピーチ 

 近年、ハングリー精神や反骨精神に欠

けた、いわゆる「草食系男子」が多いと言

われています。 

 つまり男性が女性化し、女性が男性化

する傾向が年々増加しているように感じら

れます。 

 当社でも過去、男性中心の採用をして

いましたが、現在は女性も男性と同じ土

俵で判断する採用活動をしなければ、

我々が求める人材を確保する事が困難と

なってきました。 

 ではナゼ近年、男性の女性化が進んだ

のでしょうか？  

 諸説ありますが、採用する立場から見る

と、あらゆる社会生活の中で「不平等な平

等」を唱える風潮が蔓延し、本来あるべき

「競争原理」が機能しなくなっているように

感じます。例えば、大学も入学希望者総

数が入学定員総数を下回る、いわゆる全

入学時代ですし、運動会でも順位をつけ

ない学校もあると聞きます。 

 また20～30年後の将来に目を向けなけ

れば、とりあえずフリーターでも生活は出

来ます。 

ところが女性の就職環境は、男性よりも格

段に厳しく「一流大学卒業」の肩書きだけ

では、必ずしも就職に有利とはならない

状況です。従って女性は男性以上に、資

格の取得や自己研鑽をすることで就職の

準備をするだけでなく、同時に「草食系

男子には頼れない」との意識もあるように

感じます。 

 ちなみに一説によると、タイ国では人口

の６割が女性、３割が男性、そして残りの

１割がいわゆる中性(オカマ・ニューハー

フ・オネエ)と言われています。しかし社会

生活の中で性別の分け隔ては無く、実際

に企業では女性管理職が非常に多く活

躍しています。また近年日本においても、

オカマ・オネエの類はかつての日陰者で

はなく、堂々とメディアで活躍する時代と

なってきました。 

 以上のことから日本でも近い将来、欧

米やタイ国を初めとする東南アジア諸国

と同じように、女性の社会進出が更に加

速すると想定されます。また逆にそのよう

な環境としなければ、就労人口減少によ

る、若くて良質な労働力の確保は更に困

難となり、最終的に日本の国力全体に影

響が出てくるのではないか？と考えます。 

 本日は六島ボクシングジム所属の向井

寛史様から卓話をいただけます事を嬉しく

思います。 

 また、寝屋川RCからは平田大一様、枚

方RCから小野俊文様がご来訪下さいまし

た。ごゆっくりと当クラブの雰囲気を味わっ

ていただければ幸いと存じます。 

 2012年度米山奨学生のお世話をするこ

とが決定しました。 

 名前は董璞玉（トウボクギョク）さん 、 

関西外大生でございます。次年度の

米山奨学委員長にはいろいろとご迷

惑をお掛けしますが、存分に面倒を

見て行きたいと思いますのでよろしく

お願いいたします。 

【近年の労働力事情(日本とタイの違い)】  西田 英夫 会員 
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卓  話 

 皆さんこんにちは。私は枚方生まれ枚

方育ちです。なぜボクシングを始めたか

というと、父がボクシングや格闘技を観る

のが大好きで一緒に観ていたことと、特

に辰吉選手の世界タイトルマッチを観て

「ボクシングしかない。ボクシングがやり

たい！」という気持ちが芽生えました。 

 小・中学校ではバスケット・空手など他

のスポーツを経験し、高校で南京都高

校に進学、ボクシングを始めました。 

 高校では、技術を覚えて行く事の楽し

さ、また試合に勝つ歓びが忘れられず

日本チャンピオンをめざしました。その

後大学に進み、切磋琢磨しながらオリン

ピックを目指し努力をしましたがチャンピ

オンにはなれませんでした。一度はグ

ローブをおいて地元枚方での就職を考

えましたが、ボクシングをやりたいという

気持ちが日々強くなってプロの道に進

むことを決意し、高校・大学の先輩でも

ある藤原ﾄﾚｰﾅｰに相談し六島ジムに入

門しました。 

 2009年8月住吉区民センターでのプロ

デビュー戦で勝利しその後、５連勝。  

 2011年8月にはロッキー・フエンテスが

持つ東洋太平洋フライ級王座に挑みま

したが判定負けの結果となりました。 

 12月にはタイ・バンコクに乗り込み、 

ポンサクレック・ウォンジョンカムが持つ

WBC世界フライ級王座に挑戦。  

デビュー7戦での世界王座挑戦は井岡

一翔さんに並ぶ国内最速タイ記録であ

りましたが、1回にバッティングで負傷し、

王座獲得はなりませんでした。現役選手

でもなかなか出来ない世界タイトルマッ

チ戦でありながらも、リング上では相手を

恐れることなく落ち着いて試合に臨めて

いただけに、ドクターストップは悔しくて

なりませんでした。 

 しかし、これは自分が本当の意味での

ボクサーなる為の試練だと考え、この経

験をばねに4月に行われる試合に向け

て、いま厳しい練習をしております。今

後は辰吉選手のような試合をし、観戦に

来て頂いたお客様がボクシングを楽しめ

るよう、さらにチャンピオンベルト獲得に

頑張りたいと思います。 

〇ボクシングができる年齢制限がある？ 

 ボクササイズなら年令に関係なく健康維 

 持のためにできます。 

〇現在の体重は？ 

 現在58㎏、フライ級の制限体重が50キ 

 ロなので8キロの減量が必要となります。 

 減量は過酷ですが食べ物の有難みや水 

 の有難みがよくわかります。 

〇小学生や中学生へボクシングで得たこ 

 とを伝える場はありますか？ 

 プロボクサーというだけでは子ども達に 

 興味を持ってもらえない。まずはチャン 

 ピオンベルトを獲ることが目標。 

六島ボクシングジム所属プロボクサー 向井 寛史 様 （紹介者 橘 会員） 

本日のお客様 

平田大一様(寝屋川RC)    小野俊文様(枚方RC)         向井寛史様(プロボクサー) 

ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ向井様 



ニコニコ箱メッセージ（敬称略） 

＊異色の卓話を聴かせていただいて      藤原和彦 

＊お悔やみ頂きましたお礼に          宮田  明              

ニコニコ箱 合計 ￥25,000 累計  ￥939,491 

〇本日の配布物 

①ロータリーの友3月号 

②献血キャンペーン 

〇本日の回覧物 

・ガバナー月信3月号 

〇地区行事等出席報告 

 

○地区行事等出席予定 

3/7地区協議会事前打ち合わせ会          初木 

3/17 職業奉仕委員長会議（本・次年度委員長） 

                           畠仲、中村 

3/24 国際奉仕・WCS本・次年度委員長会議   

3/31 PETS・地区チーム研修ｾﾐﾅｰ 高島、初木、國田 

4/3 12-13年度のための地区協議会事前説明会 初木 

4/28 12-13年度のための地区協議会  

 
 

   国際ロータリー 第2660地区 
   創立：1974年5月30日 承認：1974年6月25日 
         クラブ名称変更承認：2005年6月  6日 
         会     長   山口伊太郎     
         広報委員長   多田  利生 
 

KUZUHA ROTARY CLUB 発 行 大阪府枚方市楠葉花園町14-2 
樟葉パブリックゴルフ クラブハウス２Ｆ 

電話 ０７２-８５５－５１２５ 
FAX ０７２-８５５－５１８０ 

Email: kuzuha-rc@kcat.zaq.ne.jp 
URL:http://www.kcat.zaq.ne.jp/kuzuha-rc/ 

 

 ２０１２年３月の 

 ロータリーレート １＄＝７８円 

 

第１８０５回例会出席報告（２月２９日） 

総会員数 出席者 出席率 

56名 ３１名 ６２．００％ 

第１802回 例会補正後 出席率 78.00％ 

   メーク ２名   欠席 10名    除外 ７名 

お客様 向井 寛史 様(プロボクサー) 

           平田 大一 様（寝屋川RC） 

           小野 俊文 様（枚 方 RC）   

  ２月２９日(水) 10０万ドルランチデー 

 通常2,000円食事⇒1,000円  

 出席者３４名 

  ３４,０００円が寄付金となりました。 

 （ビジター・お客様3名含） 
 

  ３月３月  祝入会記念日祝入会記念日  
  

北村 隆  会員（S54年） 

金森市造 会員（S61年） 

國田欣吾会 員（H11年） 

上野 徹  会員（H11年） 

山口尚志 会員（H11年） 

稲田博旭 会員（H20年） 

中谷賀久 会員(H20年) 

多田利生 会員（H20年） 

おめでとうございます！ 

３月３月  祝お誕生日祝お誕生日  
  

嶋田愛親会員（18日) 

田中一眞会員（21日） 

 

 

 

  

  

 

 

＜ 第2回情報集会のお知らせ ＞ 

 

 〇日 時 ： ２０１２年３月２１日（水）１８：００～ 

 〇 所 ： ひらかた仙亭 ☎ 072-846-3333 

 〇会 費 ： ５，０００円  

 〇締切り ： 3月14日（水） 

 

 仙亭の料理長より【男性でも気軽にできる家庭料理】を 

 提供して頂けますので是非、ご参加ください！ 

＜ 第26回三九会のお知らせ ＞ 

 

 〇日 時 ： ２０１２年３月２８日（水）１８：００～ 

 〇場 所 ： 宇和海料理 藝夢（げいむ） 

         大阪市北区天神橋2-2-7 １F 

         ☎ 06-6355-1188 

 〇会 費 ： １２，０００円 

 〇締切り ： 3月７日（水） 

  南宇和深浦港から直送された新鮮な海の美味・珍味 

  （タビ海老やセミ海老のお造りなど）が味わえます！ 


