
今日の歌♪ 

 「我等の生業」 

我等の生業さまざまなれど 

 集いて図る心は一つ 

求むるところは平和親睦

（やわらぎむつび） 

 力むるところは向上奉仕 

おお ロータリーアン  

 我等の集い 

今後の予定： 

4/25 

（水） 

・卓話 

 山本一郎 会員 

 

5/2 

（水） 

・定款により休会 

5/9 

（水） 

・クラブ協議会 

 「新旧合同委員会」 

・定例理事会 

  

5/16 

（水） 

・クラブフォーラム 

 地区協議会報告 

・被選理事会 

発行日2012.4.18 

2011-12年度 第37号 

『貴方が動けば 何かが変わる』 

４月：ﾛｰﾀﾘｰ雑誌月間 

2011-12年度 山口会長テーマ 

KUZUHA ROTARY CLUB   KUZUHA ROTARY CLUB   KUZUHA ROTARY CLUB   Weekly Club BulletinWeekly Club BulletinWeekly Club Bulletin 

                 ▲孔子、没。72歳(BC479)▲浮世絵師・葛飾北斎

没。90歳(1849)▲天津条約、締結▲専売特許条例が公布(1885)▲サンフラン

シスコ大地震。死者約１千人(1906)▲ニューヨーク、ヤンキース・スタジアム、完

成(1928)▲帝人殺人事件(1934)▲アメリカ軍機日本本土初空襲(1942)▲連合

艦隊指令長官・山本五十六がラバウルを出発してブーゲンビル島に 向かうが

アメリカ機に撃墜される。59歳(1943)▲アジア・アフリカ会議開催(1955)▲グ

レース・ケリー、モナコ王妃となる(1956)▲霞ケ関ビルが開館(1968)▲ベイルー

ト、米大使館爆破事件(1983)  

第１８１２回例会プログラム 
 ２０１２年４月１８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 

 「我等の生業」 

●お客様紹介 

●会長の時間 

●ご挨拶  

 日本赤十字 北大阪赤十字ｾﾝﾀｰ 

●ご挨拶  

 三村雄太郎 ガバナー補佐 

●幹事報告 

●委員会報告  

 ・出席状況報告・他 

 

●新旧合同クラブ協議会 

 ・会長挨拶    山口会長 

 ・各奉仕部門事業報告 

  クラブ奉仕部門  北川委員長  

  職業奉仕部門   畠仲委員長         

  社会奉仕部門   國田委員長 

  国際奉仕部門   中野委員長         

  新世代奉仕部門  日野委員長         

  CLP委員会     上山委員長 

  次年度事業計画 高島会長ｴﾚｸﾄ  

・三村ガバナー補佐講評 

●その他  

 ・ニコニコBOX報告 

●13:30 閉会の点鐘 

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

4 ２５ 田中（一）会員 

5 

２ 定款により休会 

９ 田中(太)会員 

１６ 辻村会員 

２３ 若林会員 

３０ 高島会員 

５月30日はくずはロータリークラブ創立記念日100％出席例会 

  全会員出席で 「出席率１００％」 を達成しましょう！ 

  

 ４月の花「セラスチウム 」 

 花言葉：幸福・才能・思いがけない出会い 

 属名のセラスチウムはギリシア語の「keras（角）」の意

で、多くの種子に角があることによるそうです。英名の

「Snow in Summer（スノーイン サマー）」は一面にベー

ルをかけたような純白の花が広がり、まるで夏に雪が降っ

たような様子から名づけられました。 
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会長の時間 

 訃報ですが、岡山量正会員のご母

堂様が逝去され、明日12日(木)午後

７時から枚方玉泉院においてお通

夜、本葬は翌１３(金)午後1時から同

所において執り行われます。 

 以上、お知らせをもって終ります。                  

          橘 喜久夫 会員 

 先達て、大雪のなか、郷里山陰へ

帰省した時の想い出について申し述

べます。 

 昭和８年頃の幼少時代、大雪の時

には兎がしばしば出没、木の芽をか

じる弊害があるので、捕獲するのが大

仕事となっておりました。このため、私

はそれに協力、たくさん捕まえて親に

喜ばれたことです。 

 兎は、月の冴える夜、度々出てくる

ので、雪の中の足跡のあるところに、

「わな」を仕掛けます。ワラで巻いた

針金だけでは光るため、針金を焼い

たものをしかけましたところ、一晩に４

匹を捕まえる事ができました。 

 これは肉食にもなり、家族に賞賛さ

れた懐かしい回想となりました。 

４月お誕生日おめでとうございます！      

お誕生日祝 嶋中完治会員 

３分間スピーチ 

 嶋中完治会員 スピーチ 

 4月16日で満96歳の誕生日を迎えま

す。この間には色々な事がありまし

た。戦争に6年半参加しましたし、苦労

の連続ではありましたが、現在は非常

に平和な時代で、楽しい余生を送って

おります。特にくずはロータリークラブ

皆様の優しいお気持ちの中で、出席

させて頂いております。今後ともよろし

くお願いいたします。 
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 本日は地区広報委員長会議で紹介さ

れた「感染症ポリオ残り1%の闘い」（テレ

ビ大阪協力放送）のDVD観賞を予定し

ておりましたが、機器の不具合で放映

できませんので後日ご覧いただきたいと

思います。 

 「雑誌月間に因んで」という事ですが、

皆さん、どれくらい「ﾛｰﾀﾘｰの友」を読ん

で頂いているでしょうか。私は普段なら

ばぱらぱらめくる程度ですが、昨日は全

部目を通しました。北村会員は毎月

隅々まで読まれているそうです。 

 「ﾛｰﾀﾘｰの友」についてあるクラブのア

ンケート結果がありましたのでご紹介し

たします。（会員91名中58名が回答） 

Q1「ﾛｰﾀﾘｰの友」を毎月読みますか？ 

 ・興味と関心のあるものを読む 34名  

 ・ぱらぱらめくる 21名 

 ・全部精読 3名 

Q2「ﾛｰﾀﾘｰの友」をいつ読みますか？ 

 ・配布されたとき 31名 

 ・1週間以内 25名 

Q3「ﾛｰﾀﾘｰの友」を読む場所は？ 

 (複数回答) 

 ・職場 24名 

 ・例会場でのみ 23名  

 ・乗り物にのっているとき 14名 

 ・自宅に持ち帰って 14名 

Q4読みおわった「ﾛｰﾀﾘｰの友」はどの 

 ようにしていますか？ 

 ・読み終わったら処分する 20名 

 ・ある期間保存している 26名 

 ・すべて保存 12名 

Q５「ﾛｰﾀﾘｰの友」の講読義務について 

 ・知っている 38名 

 ・知らなかった 20名（大半は入会10年 

    未満、うち3年未満が8名） 

 

 「ロータリーの友」はRIよりローター地

域雑誌に指定され、RC会員は講読義

務があります。元RI会長であったウイリ

アムボイド氏は何故ロータリアンは

ロータリーの雑誌を読まなければなら

ないのかと言う事を明確に説明されて

います。それは、「RIの偉大な力は各

クラブを基礎とした組織であるという点

です。もし自分のクラブを通してしか

ロータリーを知ることがなければロータ

リーの国際性という真の姿がわかりま

せんし、多くの感動や満足を味わうこ

とができません。ロータリーの雑誌を

通して、世界各地のロータリーの活動

やロータリアンのことを知ることができ

ます。 

 また、もし自分達のクラブだけにしか

目を向かなければ、クラブにとって居

心地の良いやり易い奉仕活動を繰り

返すことになりがちです。これではクラ

ブの活動はマンネリ化し活力を失って

しまいます。ロータリー雑誌には新し

い多くの奉仕活動の事例、サンプル

が詰まっています。従ってどれだけ長

い間ロータリアンであったとしても私た

ちはロータリーの雑誌を読む必要があ

り、新会員の皆様にとっては素晴らし

い教材でもあります。購読は義務だか

らといった受身的な事は忘れて『楽し

みとアイデアの源』としてお読みくださ

い。そして、あなたが国際組織の一員

としての誇りを保つためにも読んでい

ただきたいのです。」と述べられていま

す。 

 会員皆様、この月間を機に「ロータ

リーの友」をお読み下さいますようよろ

しくお願いいたします。 

卓  話 

「ロータリー雑誌月間にちなんで」   広報委員長  多田 利生 
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ニコニコ箱メッセージ（敬称略） 

＊無事96才の誕生日を迎えた喜びに      嶋中完治 

＊献血ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ及び例会欠席のお詫びに  北川順清 

＊卓話を終えて 

 プロジェクター新しいのを買ってください   多田利生 

ニコニコ箱 合計 ￥38,000 累計 ￥1,173,491 
○本日の配布物 

①枚方RC・くずはRC合同親睦ゴルフコンペのご案内 

②初夏の家族会のご案内 

〇本日の回覧物 

①2011-12年度第3組IM収支報告書 

②第22回日本ロータリー親睦ゴルフ北海道大会ご案内 

〇地区行事等出席報告 

4/12 米山ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ             高島、橘  

〇地区行事等出席予定                         

4/28 12-13年度のための地区協議会   

           高島、畠仲、川島、原田、中村、多田 

         重田、藤原、國田、橘、宮田、初木、金森 

5/29 IM3組会長幹事会          山口(伊)、初木 

〇メークアック報告 

4/12 平尾会員  交野RC        
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＜次年度のための地区協議会＞ 
〇日 時  ２０１２年４月２８日（土） 

       登録開始 １２：３０  

〇開 会 １３：００ 

       閉会予定 １７：００ 

〇場 所  大阪国際会議場（受付：５Fﾒｲﾝﾎｰﾙ）       

       大阪市北区中之島5－3－51  

       TEL：06-4803-5555(代表)： 

〇部 門 次年度会長、次年度幹事・S.A.A 

       次年度クラブ奉仕、次年度職業奉仕 

       次年度社会奉仕、次年度新世代奉仕  

       次年度国際奉仕、次年度ロータリー財団 

       次年度米山奨学、次年度研修リーダー    

   

    ※この会議は次年度の運営についての重要な会議です。 

     ご都合の悪い方は、必ず代理の方を指名して下さい。 

     なお、5月16日例会において会議報告をして頂きたいと存じ 

     ますのでよろしくお願いいたします。 

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/ 

第１８１１回例会出席報告（４月１１日） 

総会員数 出席者 出席率 

５６名 ３３名 ６４．７１％ 

第１808回 例会補正後 出席率 ７４．００％ 

  メーク  ５名  欠席  １２名   除外  ７名 

 

＜米山記念奨学会ニュース＞ 
ハイライトよねやま145号 2012年4月13日発行 

：：今月のトピックス：：  

------------------ 
 １．寄付金速報 ― 2011-12年度も残り３カ月 ― 

 ２．ホームカミング学友が各地区大会に登場！ 

 ３．公益財団法人移行後、初の評議員会開催 

 ４．米山学友が母国で受賞  

  米山学友のジギャン・クマル・タパさん（ネパール）が、 

 日本におけるネパールの認知度およびイメージ向上に 

 寄与した功績が評価され、NATTA（ネパール観光協会） 

 からBhaskar Award（輝かしい賞）を受賞しました。 

  タパさんは、2000年に来日して以来、多くの人々に支え 

 られてきたことへの感謝を述べ、今後もさらに邁進してい 

 きたいと、決意を新たにしました。（つづく） 

 

この続き、その他の記事は、ぜひPDF版をご覧ください。 

→ http://www.rotary-yoneyama.or.jp/summary/pdf/

highlight145_pdf.pdf 
 


