
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： 

6/6 

（水） 

・外部卓話 

 枚方東消防署長 

 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 

・被選理事会及び 

 予定者クラブ協議会 

・新旧合同理事会 

6/20 

（水） 

・卓話 

 米田 勉 会員 

  

6/27 

（水） 

・最終例会 

・退任挨拶 

 会長、副会長 

 幹事、SAA 
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くずはロータリークラブ創立記念日  

第１８１７回 創立記念日１００％出席例会 

        プログラム 
     ２０１２年５月30日（水） ひらかた仙亭 

●12:00 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 

 ・地区協議会出席報告 

  多田(次)社会奉仕委員長 

  橘 (次)米山奨学委員長  

 ・出席状況報告 

  中谷出席委員長 

●3分間スピーチ 

  高島会長エレクト 

●乾杯        

 ―食事と歓談― 

●会員近況報告 

●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 ３０ 高島会員 

6 

６ 山本（一）会員 

１３  

２０ 山本（正）会員 

２７ 米田会員 

・1974年5月30日 創立 

・スポンサー 枚方ロータリークラブ 

・チャーターメンバー 20名 

・特別代表 中嶋要造氏 

・初代会長 徳田正也氏 

 

1974年6月25日正式加盟承認 

1975年3月26日認証伝達式挙行 

             （右写真） 

 

  

５月の花「ツボサンゴ」 

花言葉： 恋心・繊細な想い・きらめき 

属名の「ハウケラ（ホイヘラ）」は、ドイツのヴィッテンベルクの

医学教授「J.H.Heucher」の名前にちなみます。「ツボサンゴ

（壺珊瑚）」の名前は、釣鐘のような赤褐色の小花の様子がサ

ンゴに似ていることから名づけられました。英名も同じ意味で

「coral bells（コーラル ベルズ）」です。  
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 会 長 の 時 間 

 来る5月30日は、例会開催日と当クラ

ブの創立記念日とが合致するめでた

い日であります。これを祝し、100%出席

例会を催したいと思いますので是非こ

れの達成にご協力のほどお願いいた

します。 

 次回この様な日が訪れますのは、平

成30年の遠き先に到来することとなり

ます。このような事を考え、創立以来こ

れまで37年間、変わらぬ奉仕活動を

続けて参りましたことに感謝し、クラブ

を退会された方々にもこの趣旨を伝

え、ご出席をお願いしたく、呼びかけを

考えております。 

 ついては元会員各位の受け取り方は

様々でしょうが、本日までの貴重な歴史

を築いて頂いたお礼の意味をご理解頂

き、ご出席を願いたく、会員皆様から

も、辱知方々にお伝え下さいましたら、

まことに有難く存じます。何卒よろしくお

願い申しあげ、ご挨拶と致します。 

 

 地区協議会報告  

○クラブ奉仕部門  原田武夫（次）委員長 

 退会防止、会員増強、出席率向上、広報について 

 当クラブは会員増強の為、常に新会員の紹介を全会員に依頼している。 

 広報については青少年・社会奉仕活動を通じて実施。 

 出席率向上のため楽しい例会を目指し、幅広い年齢層のなかで楽しいクラブ運 

 営を目指します。 

 

○新世代奉仕部門  重田惠年（次）委員長 

 年令30歳までの青少年全てを含む新世代の多様なニーズを認識しつつ、よりよい未

来を確かなものとするために新世代の生活能力を高める事によって、新世代に将来へ

の準備をさせる事は、ロータリアンひとりひとりの責務である。すべてのクラブと地区は、

健康、人間的価値、教育、自己開発といった新世代の基本的ニーズを支えるプロジェク

トに取り組むように奨励されている。 

新世代の健全な育成を目指してロータリーに常設されているプログラム 

 １．ロータリー青少年交換     ２．ニコニコキャンプ 

 ３．ローターアクト  ４．インターアクト   ５．RYLA 

 現在ローターアクトの数は世界170ケ国、約8400クラブ、16万人以上が活躍 

当地区では19クラブ250人が活動している。指導能力の育成や将来の会員として若い

人の意欲を喚起することが目的とされる。 

＜感想＞我クラブでもインターアクト、ローターアクトの育成に取り組むべきでは？ 

 

○国際奉仕部門   米田勉（次）副委員長 

FVPへの移行について 

FVP【未来の夢計画】とは― 新しい補助金モデル  

 ・新地区補助金・・・・・・1回限りの短期小規模プロジェクト、ロータリークラブの国 

               でも可、地区の裁量による 

 ・グローバル補助金・・・6重点分野、実施国と援助国が提唱、補助金1.5万ドル 

                ～20万ドル 

＜感想＞かなりの意見交換があり各ロータリークラブの国際奉仕委員長は素晴らし 

      いロータリアンと感じました。 

 

 

次年度の為の地区協議会出席報告 

原田(次)ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長 

重田(次)新世代奉仕委員長 

米田(次)国際奉仕副委員長 
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「ガスがつくるスマートな未来について」 中谷賀久 会員 

 昨年より「節電」という言葉が常に飛び

交っていますが、原子力発電が停止し、関

西地区でもこの夏は節電が必要となりま

す。本日は今注目されている太陽光発電と

自家発電エネファームについてお話させて

いただきます。 

○太陽光発電 

１．経済的なメリット 

 太陽光発電なら購入電力量を年間約36% 

 もカバーでき余った電力は買い取り 

２．屋根の方位が南面だけでなく東・西面 

 でも発電量は85%以上 

３．自立運転機能付なら停電時でも使用可 

☆CO2を抑制する自家発電は環境にやさ 

 しく、家計にもやさしい 

○家庭用燃料電池 

 天然ガスから水素を取り出し酸素と反応

させて発電。同時に発生する熱でお湯も沸

かして給湯できる 

１．エネファームなら購入電力量を年間約 

 70%も削減 

２．国の補助金制度が適用 

３．配管やスペースが確保できれば設置可 

 能 

４．一戸建て住宅でも設置スペースや配 

 管、配線経路を確保できれば設置可能 

 

 

 

 卓 話 

 



ニコニコ箱メッセージ（敬称略） 

＊100%出席の創立記念例会に参加できる喜びに 

                             北村  隆 

＊例会欠席のおわびに              重田恵年 

ニコニコ箱 合計 ￥5,000 累計 ￥1,259,491 〇地区行事等出席報告 

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 

○地区行事等出席予定                         

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 門真RC      5/17 （5/30メーク分） 

山本一郎会員 大阪大手前RC 5/25 （5/30メーク分） 
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２０１２年６月の 

 ロータリーレート １＄＝８０円 

 

 

第１８１６回例会出席報告（5月23日） 

総会員数 出席者 出席率 

５６名 ２９名 54.00％ 

第１813回 例会補正後 出席率 ７１．４３％ 

  メーク ５名   欠席 １４名   除外 ７名 

 

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。 

 

＜ 地区からのお知らせ＞ 

 先日お配りしました「ロータリーの心と実践2012年改訂

版」の８５頁に適切でない表現がございました。下記のとお

り訂正し、お詫びいたします。 

記 

①８５頁上から１～２行 

 国際ロータリーの本質の説明文を訂正 

 地域社会の生活を改善したいという情熱を社会に 

 役立つ活動に注いでいる献身的な人々の世界的 

 ネットワ－ク。          ↓ 

 地域の人々の生活を改善したいという情熱を社会 

 に役立つ活動に注いでいる、献身的な人々の世界 

 的ネットワ－ク。 

 

② ８５ページ上から７～９行 

国際ロータリーのビジョンの説明文３行を削除 

                         以上 


