
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： 

5/30 

(水) 

 

・くずはRC創立記念日 

 100%出席例会 

・魚慶 12時～ 

6/6 

（水） 

・外部卓話 

 枚方東消防署 

 消防監 御明雅之様  

 紹介者山本正夫会員 

・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 

  

6/20 

（水） 

・卓話 

 米田 勉 会員 
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                ▲東大寺大仏の頭が5月10日と11日の地震が原

因で転落(855)▲蝦夷が松前城を襲撃(1528)▲コペルニクス、地動説発表

(1543)▲将軍・家綱が武家諸法度を改定、殉死を禁止(1663)▲５代将軍綱

吉が大久保に広大な犬屋敷を設置(1865)▲エジソン、電信機の音波を記録

するとき偶然にテレフォンレコーダーを発明 (1913)▲３円以上の納税者が

選挙権を得る選挙法成立(1919)▲ＧＨＱが皇族の財産に関する特権廃止を

発表(1946)▲日本初のキスシーン映画「はたちの青春」封切り(1946)▲ドイ

ツ連邦共和国が正式に成立(1949)▲国立がんセンター診療開始(1962)▲

初の「公害白書」出る(1969)▲黒沢明監督の「影武者」が第23回カンヌ映画

祭でグランプリを獲得(1980)  

第１８１６回例会プログラム 
 ２０１２年５月２３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 

●幹事報告 

●委員会報告  

 ・出席状況報告・他 

●3分間スピーチ 

  若林 尚史 会員 

●卓話 「ガスが作るスマートな 

●        未来について」 

   中谷 賀久  会員 

● 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 

5 
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「レモン」花言葉： 心からの思慕・熱意・ 

             誠実な愛・熱情・香気 

英名は「lemon（レモン）」。ヒンドゥー語の（limbu）

が語源とされます。和名は「レモン（檸檬）」と表記

し、これは中国の生薬名（ネイモウ（檸檬）」の漢字を

借用し、また英名「lemon」の音訳からとされます 。 
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 会 長 の 時 間 

 去る5月8日から開催されたロータ

リークラブ世界大会は無事に終了。

その際、2660地区では15クラブがRI

会長賞を受賞の栄を得ました。    

これにつきましてはガバナー月信6月

号に詳しく掲載される予定ですから、

ご高覧下さい。 

 ３ 分 間 ス ピ ー チ 

５月誕生日祝  おめでとうございます！      

            辻村 順一 会員 

先週大阪市の橋下市長さんを囲む

取材時の「君が代」についてのや 

り取りがインターネットの2ﾁｬﾝﾈﾙで話

題になっていました。中身は2ﾁｬﾝﾈﾙ

でご覧頂くとして、「君が代」について

お話させていただきます。 

 「君が代」は「日の丸」とともに1999

年に法律で国旗国歌として定められ

るまで慣習の位置づけでした。歌詞

は古今和歌集によっていますが、32

文字と「字あまり」です。 

 明治初期に英国の外交団から儀式

時に演奏する「国歌」はないのかと問

われ、英国の国歌が「神よ！国王を

助けたまえ」だったので、それに対応

した歌が選ばれたのでは？作曲は日

本の軍楽隊といわれていますが、ドイ

ツ人が西洋向けに仕上げ編曲したよ

うです。この人は当時の朝鮮の国歌

も作曲しています。そのドイツの国歌

はあのハイドン作曲「皇帝」ですが、

オーストリアの皇帝のための曲でし

た。歌詞も今はドイツ以外の領土を含

んでいたり「ドイツの酒はうまし女性は

綺麗」とふさわしくないので現在は2

番しか歌われません。フランスでは歌

詞が残酷だと議論があるようです。ロ

シアは昔の国歌に戻り、周辺国では

評判が悪いようですが、国内の評判

は良いようです。 

 外国から言われてそれに乗ってた

めにするような議論がある国は日本

だけです。もともと国歌はオリンピック

のような儀式用が始まりですので、頑

なにならず、また自信を持てば良い

のではないでしょうか。 

 別件ですが、次年度の広報を担当

していますので、週報への寄稿のお

願いです。次年度テーマは「原点回

帰」ですが、「人と人のつながり、地域

とのつながり・絆」は様々な活動の原

点の一つと思います。そこで会員の

皆さまの地域との絆、友人・家族との

絆に関するエピソードなどをご寄稿い

ただきたいと考えていますのでよろし

くお願いします。  

お誕生日祝 駕田 毅 会員               お誕生日祝 木﨑 信也 会員 
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 ク ラ ブ 協 議 会 

 
○会長部門        高島叔孝会長エレクト 

１）田中作次ＲＩ会長エレクト  テーマ 『奉仕を通じて平和を』 

２）高島凱夫ガバナーエレクト 地区方針『育もう未来の力を～飛躍～』 

 ①会員増強についてのお願い ②東日本大震災支援（災害支援）のお願い 

 ③地区強調事業 （ｸﾗﾌﾞのｻﾎﾟｰﾄと強化、人道的奉仕の継続、公共ｲﾒｰｼﾞと 

  認知度の向上、FVP) ④地区組織図について（地区国際奉仕・WCS委員会→地区国際奉仕） 

 

○幹事・SAA部門  畠仲 聡 （次）幹事 

１）退会者対策について 

２）各クラブ問題等（出席率の低下、退会者防止対策など） 

 

 

 

○幹事・SAA部門  川島吉博 （次）SAA 

１）ニコニコ箱の取り扱いについて 

２）SAAの職務 

 単なるの司会者ではなく会場監督としてその会場を取り仕切る役職を模したものであり、例会場 

 の秩序を保つためのあらゆる権限を持つ重要な役職。例会場の管理権者であることから副SAA 

 を含めて10人以上の数が望ましい  

 

○職業奉仕部門   中村雄策(次）委員長 

１）職業奉仕について 

２）地域中学生の職場体験受入について積極的に実施 

 

 

 

○ロータリー財団部門  國田欣吾（次）委員長 

１）ロータリー財団 未来の夢への移行 

 2012-13年度未来への夢計画（ＦＶＰ）へのクラブの準備 ＦＶＰ新しい補助金モデル 

  2012年7月 ＦＶＰを学ぶ ＭＯＵを研究する 財団ｾﾐﾅｰ 財団委員長会員 

  2013年6月 資格認定手続き （新）地区補助金使用計画 グローバル補助金 提案書申請書 

  2013年7月 実施年度 

２）研究グループ交換委員会 ＦＶＰへの移行の中でのＧＳＥのあり方とＶＴＴへの移行 

３）新制度への移行 ｽｹｼﾞｭｰﾙ１０～１３年度試験期間（パイロット地区6地区）１３～１４年度実施 

  ①新地区補助金制度の導入  

  ②グローバル補助金（重点分野） 

  ③寄付金額 年次基金150$以上 ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ40$以上 恒久基金（1,000$）１名以上 

  ④ロータリーカード作成協力ﾛｲﾔﾙﾃｨ0.3% 24年12月31日まで 東北震災支援 

 

○クラブ研修部門  宮田 明（次）委員長 

1)クラブにおける研修について 

２）会員増強および退会防止についてのテーブルバズセッションとその報告 

 

次年度の為の地区協議会出席報告 

 高島会長エレクト 

  畠仲(次)幹事 

 川島（次）SAA 

中村（次）職業奉仕委員長 

國田（次）財団委員長 

宮田（次）研修委員長 



ニコニコ箱メッセージ（敬称略） 

＊誕生祝をいただいて              駕田  毅 

＊数回の欠席のお詫びに代えて         辻村順一 

＊祝電ありがとうございました           小西武夫 

＊皆さまのご厚情に感謝             中村雄策 

＊枚方RC/くずはRC合同親睦ゴルフコンペからの寄付 

ニコニコ箱 合計 ￥45,000 累計 ￥1,254,491 
○本日の配布物 

①新旧合同理事会のご案内 

②第7回被選理事会及び予定者ｸﾗﾌﾞ協議会のご案内 

〇本日の回覧物 

①大阪ｱｰﾊﾞﾝRCﾁｬｰﾀｰﾅｲﾄ記念誌 

② 

○地区行事等出席報告 

 

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 

6/20 12-13年度第1回地区社会奉仕委員会  初木 

メークアック報告 

西田英夫会員  5/17門真RC （5/30分のﾒｰｸｱｯﾌﾟ）    
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第１８１５回例会出席報告（5月１６日） 

総会員数 出席者 出席率 

５６名 ３０名 61.22％ 

第１812回 例会補正後 出席率 ６５．３１％ 

  メーク ２名   欠席 １７名   除外 ７名 

 ご挨拶           

 先達て、5月11日の故母中村多加子を偲ぶ会

に際しまして、お忙しい中、ご出席いただき

有難うございました。 

             会員  中村雄策     

 

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 
 

＜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１万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。 

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 

 ＊送迎バスを利用される方は11時半に樟葉駅前 

  （三井住友BK横）に集合してください。 

   


