
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： 

5/23 

(水) 

・卓話「」 

 中谷賀久 会員 

5/30 

(水) 

 

・くずはRC創立記念日 

 100%出席例会 

・魚慶 12時～ 

  

6/6 

（水） 

・卓話 

 山本正夫会員 

・定例理事会 

6/13 

（水） 

・外部卓話 

 竹内 脩 枚方市長 

・被選理事会 

・新旧合同理事会 
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                  ▲朝廷、武蔵国(現在の埼玉県)に高麗郡をお

く(716)▲松尾芭蕉が「奥の細道」へ旅立つ（旧暦では3月27日）(1689)▲ロ

シアに対する海防を説いた『海国兵談』が発禁となり、著者・林子平が 禁錮

に処される(1792)▲東京・京都・奈良に帝国博物館設置(1889)▲ハリウッド

で第一回アカデミー賞授賞式開催(1929)▲日本、ＷＨＯに加盟(1949)▲中

国で文化大革命、起こる(1966)▲午前9時49分、十勝沖地震発生。死者・不

明者52人、全壊家屋673戸(1968)▲公衆電話が3分打ち切りに(1969)▲田

部井淳子ら日本の女性登山隊が初のエベレスト登頂に成功(1975)▲オウム

真理教教祖・麻原彰晃逮捕(1995)  

第１８１５回例会プログラム 
 ２０１２年５月１６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 

  辻村 順一 会員  

●クラブフォーラム 

 「次年度地区協議会出席報告」 

 ・会長部門 ・幹事/SAA部門 

 ・クラブ奉仕部門・社会奉仕部門 

 ・職業奉仕部門・新世代奉仕部門 

 ・国際奉仕部門・ﾛｰﾀﾘｰ財団部門 

 ・米山奨学部門・ｸﾗﾌﾞ研修部門 

●その他  

 ・ニコニコBOX報告 

●13:30 閉会の点鐘 

●本日の会合  

 ＜被選理事会＞ 

 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、西田 

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

5 

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「バラ」 花言葉：情熱・愛情・熱烈な恋 

古くは、赤いバラは官能の象徴だとされ、花言葉も

ここからついたといわれます。名前の「ばら」は

「いばら」の「い」が抜けて転訛された語で漢字で

「薔薇」と表記しますが、もともとは中国の音読み

で「そうび、またはしょうび」と読まれていまし

た。別名は「チョウシュンカ（長春花）、ゲッキカ

（月季花）」などと呼ばれます。  
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会長の時間 

  

 

 

 米山奨学生 董璞玉さんに 

 4・5月奨学金を授与 

 

         

 ス ピ ー チ 

５月入会記念日祝 ・ お誕生日祝  おめでとうございます！      

2012年度米山奨学生  董璞玉(トウボクギョク) 様 

 最初に私の専攻と研究内容につい

て簡単に紹介したいと思います。 

 ２０１１年４月から関西外国語大学院

に入学し、言語文化専攻の中国ビジ

ネスコミュニケーションコースで勉強し

ています。普段の授業内容は日中間

の経済貿易に関する辞書を使用し、

貿易往来、交渉などの専門用語の翻

訳を演習しています。特に今年は２０

１２年中国政府活動報告書をテキスト

とし政治、経済、方針政策などの専

門用語を勉強し、新しい知識にたくさ

ん接することができました。 

 しかし、入学前の私はこれから人生

の進路、特に将来どのような分野で

人生の価値を発揮することができる

のかと言う事で悩んでいました。幸い

なことに入学試験を受ける前に一度

現在の指導官の先生とお会いする機

会がありました。その先生は日中友

好両国の友好交流事業に力を尽くし

ていることを知り、感動すると同時に

自分も先生のような人になりたいと思

いました。また、その際に先生から今

後の研究内容について助言を頂きま

した。以前から日中両国の貿易事業

は活発ですが、2国間で架け橋の 

             （次頁につづく） 

お誕生日祝 原 正和 会員    お誕生日祝 林 宏毅 会員     お誕生日祝 橘 喜久夫 会員 

入会記念日祝 宮田 明 会員            入会記念日祝 嶋田愛親 会員 
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〇報告事項 

 ①新旧理事会開催の件  

 6月13日（水）18:30～ がんこ枚方店  

 会費 5,000円  後日案内文を配布 

 ②5月30日100%出席例会の件 

  場所：魚慶 時間： 12:00～13:30  

  欠席の方は事前にメークアップをお願いします 

 ③日韓ロータリー親善会議の件 

 8/31～9/1 グランドプリンスホテル新高輪（東京） 

 

〇審議事項                             

 ①備品購入の件 

 ・事務局電話機及びプロジェクター映写用台購入 

                            承認 

 ②クールビズの件 

 ・期間 6月～９月 ロータリー徽章着用   承認 

 ③イヤホン型スピーカー試験導入の件 

 ・難聴気味会員への配慮して 

  親機１台と子機1台をリース          承認 

 ④第14回枚方市チャリティゴルフ大会後援の件 

 ・後援と実行委員に山中会員        承認 

 ク ラ ブ 協 議 会 

 ２０１１－１２年度各委員長、次年度各

委員長予定者は、それぞれの体験をも

とに本年度の業績を顧みながら、次年

度への申し送りを行い、話し合いを終

えました。 

新旧合同委員会(引継)開催 

第16回枚方RC・くずはRC 

親睦ゴルフコンペ開催 
 

２０１２年５月１３日（日） 晴れ 

 於：枚方国際ゴルフ倶楽部 

  

 

 

 

 

 

  五月晴れのゴルフ日和、緑いっぱいさわやかな 

 フェアウエイ、数少ない総勢１７名のプレーヤー、 

 元気よくナイスショット、くずはRCのホープ日野・ 

 西田・橘氏の初参加で奮斗する。  

 

 成績は―（敬称略）― 

    優勝 林  武 （枚 方RC) 

    ２位 岩本昌治 （くずはRC） 

    ５位 北川順清 （くずはRC） 

    ８位 岡山量正 （くずはRC） 

 

 懇親会では相方互に話し合い初期の目的は 

 達成されました。           山中  卓 

                  

（前頁より） 役割を果たしている物流

の繋がりはあまり順調でなく、特に中国

側の物流インフラはまだ整備されてい

ないことを教えていただきました。 

 将来、日中両国の物流業界の交流が

ますます頻繁になっていくと思います。

そこで物流をテーマとして勉強し、今後

の職場で自分の語学力を活かし、貿易

物流事業に貢献できるのではないかと

いう助言を頂きました。これをきっかけ

に私は物流を主な内容としてレポート

を作成していきます。 



ニコニコ箱メッセージ（敬称略） 

＊大阪教育大学非常勤講師就任のよろこびに 

                             金森市造 

＊入会祝い品をいただいた喜びに        宮田 明 

＊誕生祝、ありがとうございました         林 宏毅 

ニコニコ箱 合計 ￥18,000 累計 ￥1,209,491 
○本日の配布物 

・12-13年度ロータリー手帳 （注文された方のみ） 

〇本日の回覧物 

・ 

〇地区行事等出席報告 

5/13 枚方RCとの親睦ゴルフ 

 山口(伊)、岩本、北川、山中、岡山、日野、西田、橘 

〇地区行事等出席予定                        

5/26 新世代奉仕部門正副委員長会議     日野 

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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２０１２年５月の 

 ロータリーレート １＄＝８２円 

 

第１８１4回例会出席報告（5月9日） 

総会員数 出席者 出席率 

５６名 ３３名 68.75％ 

第１811回 例会補正後 出席率 72.00％ 

  メーク  3名  欠席  14名   除外  6名 

お客様  董璞玉 様（米山奨学生） 

創立記念日100%出席例会のお知らせ 

    ＊日時 2012年5月30日（水） 

        12:00～13:30 

    ＊場所 魚慶（☎859-5501） 

        枚方市藤阪東町4-7-1 

 ＊送迎バス利用される方は11時半に樟葉駅前 

  （三井住友BK横）に集合してください。 

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 

＜ホタル狩り家族例会のご案内＞ 

＊日   時 ２０１２年６月３０日（土）午後６～９時 

＊集合場所 京阪出町柳駅 京阪（バスストップ） 

*集合時間  午後５時 洛雲荘の送迎車あり 

＊行    先  京都 雲ケ畑 洛雲荘 

＊参 加 費 無料（会員・ご家族共） 

＊参加申込 ６月２０日(水) 

＊その他  お料理は約一万円相当を用意する予定         

 会員・会員ご家族の皆様、多数のご参加をお待ち 

 しています。 

 

２０１２ クールビズ実施  

６月１日～９月３０日 

ロータリー徽章 着用 
 


