
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： 

5/13 

(日) 

・枚方RC・くずはRC 

 合同ゴルフコンペ 

 枚方国際ｺﾞﾙﾌ倶楽

5/16 

（水） 

・クラブフォーラム 

 地区協議会報告 

・被選理事会 

5/23 

(水) 

・卓話 

 中谷賀久会員 

  

5/30 

(水) 

 

・くずはRC創立記念日 

 100%例会 

・魚慶 12時～ 
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                  ▲コロンブス、最後の航海に出発(1502)▲高島

秋帆、洋式砲術を演習(1841)▲横浜・馬車道の「あいすくりん」登場。１人前

の値段は２分、 現在の８千円相当(1869)▲上野公園開園式(1876)▲中国、

日本の21か条要求を承認(1915)▲アメリカ海軍司令官チーム、初の北極圏

飛行(1926)▲銀座松屋デパートで初の飛び降り自殺(1926)▲トーキー映画

初公開(1929)▲伊豆半島沖地震で死者30人(1974)▲日本登山隊、マナスル

登頂成功(1956)▲３５０年前に地動説を唱えて宗教裁判で有罪とされたガリ

レオに対して ローマ法王パウロ２世が謝罪(1983)▲南アで初の黒人政権・

マンデラ大統領誕生(1994)  

第１８１４回例会プログラム 
 ２０１２年５月９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 

 田中太一朗会員 

●クラブ協議会 

 「新旧合同委員会」  

●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 

5 

９ 田中(太)会員 

１６ 辻村会員 

２３ 若林会員 

３０ 高島会員 

6 

６ 山本（一）会員 

１３  

２０ 山本（正）会員 

２７ 米田会員 

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！ 

  

 ５月の花「スズラン」 

 花言葉：幸福が訪れる・純潔・純愛・希望 

英名は「lily of the valley」、「谷間の百合、または

谷間の姫百合」と呼ばれています。またヨーロッ

パでは聖母マリアの花とされ、「聖母の涙」ともい

われます。フランス語では麝香（ミュスク）のよ

うなよい香りをもつことから「ミューゲ、または

ミュゲー」です。  
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会長の時間 

 暑さに向かっての気候変化は、加速

度を増して来ると同様、私達役員の任

期も加速して参りますので、最後の任

を果たしたいと思います。 

 次にアメリカのロータリアン10名が、

ホワイトハウスで表彰を受けました。 こ

れは地元や海外でのボランティア活

動が称えられ、オバマ大統領が

「Champions of Change（変化の推進

者）」として表彰されたものです。 

 一方、注意事項ですが、個人情報

を利用しての詐欺警戒の問題です。 

件名はいろいろありますがいずれも 

「貴方がロータリアンの中で選ばれまし

た。今回の国際大会に対する出席の

費用を全額負担します。」とか「１００万

＄が当たりましたので貴方自身の情報

をここに送信してください。」など、実際

の被害がどのように出ているのかわかり

ませんが、おそらく個人情報を獲り込ん

でいろいろな詐欺へと発展されると思

われます。 

  

 

 

3分間スピーチ 

田中 一眞 会員 

 こんにちは 皆様。 

 まもなくGWを迎えようとしています。 

ロータリーの例会も来週はお休みと

いうことで、皆様 ご旅行とか行楽な

どいろいろと計画を立てられてるので

はないでしょうか。 

 今話題になっている東京スカイツ

リーに行かれる方はいますか？ 

 最近車に乗っていてふっと耳に

入ったニュースがありました。 

 それは昨年の桜の時期のお花見

で、お酒を飲み過ぎて急性アルコー

ル中毒になって救急車で運ばれた人

が、今年はなんと初日一日で昨年の

４月の総数を超えたというニュースで

した。 

 人間喉元過ぎればなんとやらで、

皆様もご存じのとおり昨年3月に東北

地方で大きな大震災に見舞われまし

た。 

 昨年の今の時期は、いろんな催し

や行事が自粛された記憶がありま

す。 

 もし東京スカイツリーが昨年にオー

プンしていたら、今の人気ぶりはあっ

たのかなと思われたものです。 

 

 最後に私、親睦委員でありますの

で、6月の家族会をPRさせて頂きま

す。東京スカイツリーより、地に足が

ついたより安全で、情緒のある京都

の洛北で、夏の風物詩 神秘的な蛍

観賞が是非ともお勧めですので、どう

ぞ皆様6月の家族会にはふるってご

参加くださいますよう、よろしくお願い

します。 
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卓話 

 私は海外旅行に行く事が多いのです

が、海外のお墓の見学に行き、多く学

びました。 

 現在世界で、一番お墓が建てられて

いる国は、中国です。 

 1900年に差し掛かる頃、欧米では産

業革命が、起こりました。大企業がたく

さん生まれ、人々の暮らしが裕福にな

ると、欧米では、お墓がブームになりま

した。 

 日本では、高度経済成長期からバブ

ルまでが、お墓がブームになりました。 

お墓は裕福の象徴かもしれません。 

 一方で、訪問した北朝鮮などは、貧

困に喘ぎ、人々の生活も困窮していま

した。 

 首都平壌では、信号機が二機しかな

く、電力事情も劣悪でした。 

 現在も、ミサイルや軍事に力など入

れている場合ではなく、国民の救済

が、急務だと思います。 

 世界には、インドやネパールの国の

ように、カースト制度が有り、生まれな

がら将来の立ち位置が変えられない

国もあります。 

 日本に生まれて幸福だと、改めて思

います。 

「世界のお墓事情」   山本 一郎 会員 

〇世界の珍しいお墓 



ニコニコ箱メッセージ（敬称略） 

＊長女が大学に進学した喜びに        木﨑信也 

ニコニコ箱 合計 ￥3,000 累計 ￥1,191,491 ○本日の配布物 

①ロータリーの友5月号 

② 

〇本日の回覧物 

①ガバナー月信5月号 

〇地区行事等出席報告 

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 

〇地区行事等出席予定                         

5/29 IM3組会長幹事会          山口(伊)、初木 

6/2 次年度会員増強セミナー        高島、源本
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第１８１３回例会出席報告（４月２５日） 

総会員数 出席者 出席率 

５６名 ３０名 ６１．２２％ 

第１810回 例会補正後 出席率 ７６．４７％ 

  メーク  ７名  欠席  １１名   除外  ６名 

＜第16回枚方RC・くずはRC親睦ゴルフコンペ＞ 
 

〇日 時 ：２０１２年５月１３日（日） 

       １０：０８ ｽﾀｰﾄ（OUT/IN共） 

〇場 所 ：枚方国際ゴルフ倶楽部  

〇締 切 ：5月2日(水) 

〇ﾌﾟﾚｰ費等 (昼食・会食含) 

         一人\17,980円の予算（補助有） 

〇今回は当クラブがホスト役です。 

 会員皆様方のご参加をお願いいたします。              

55月月  祝お誕生日祝お誕生日  
  

林 宏毅会員（3日) 

原 正和会員（5日） 

橘喜久夫会員（11日） 

木﨑信也会員(15日) 

駕田 毅 会員（27日） 

今西義人会員（28日） 

  55月月  祝入会記念日祝入会記念日  
  

 宮田 明 会員（H2年） 

 嶋田愛親 会員（H21年) 

 

 

 

 

おめでとうございます！ 

 
＜ お 願 い ＞ 

 5月30日は、くずはロータリークラブ創立記念日

です。この日が例会日と一緒になるのは７～８年に

一度という珍しい日でもあります。出席率向上をめ

ざして、親睦委員会・出席委員会と連携してこの日

は例会出席をよろしくお願いいたします。 

 くずはロータリークラブの会員相互の親睦と強固

な連帯を示すためにも楽しい例会とし、皆さまの絆

を深めましょう。                    

        2011-12年度  ＳＡＡ    三木  彰 

           〃  出席委員長    中谷 賀久 

 第２３回ガバナー杯軟式野球大会表彰式・懇親会 

２０１２．４.１８ 於：天王寺都ホテル 

        祝準優勝  岡部ガバナーと記念撮影 


