
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： 

6/13 

（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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                  ◆芒種（二十四節気の一つ。芒のある穀物

の種まきの時期)▲長門に１４万の軍勢で蒙古襲来。弘安の役(1281)▲出

羽の大地震で名勝・象潟が隆起し陸地に(1804)▲高杉晋作が奇兵隊を

結成(1863)▲労働団体友愛会が初めて婦人部を設ける(1916))▲連合国

軍、ノルマンジーに上陸開始(1944)▲日本初の女子アパートが東京・大塚

に登場(1930)▲東京の電話が50万台を突破(1958)▲日本サッカーリーグ

開幕。当時の人気選手に釜本邦茂、杉山隆一など。 初年度優勝は東洋

工業(1965)  

第１８１８回 例会プログラム 
２０１２年６月６日（水） くずはゴルフ場 

●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 

●入会式 白井博巳新会員 

●幹事報告 

●委員会報告 

 ・出席状況報告他 

●3分間スピーチ 

  山本一郎 会員 

●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 

●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 

6 

６ 山本（一）会員 

１３  

２０ 山本（正）会員 

２７ 米田会員 

  

６月の花「キショウブ」 

花言葉： 幸せをつかむ・信じる者の幸福 

キショウブは日本各地の水辺で見られ、一日花であ

るが、そのあでやかな黄色で目を引き、日本古来の

花のように見えるが、近年渡来した外国産である。 

日本のハナショウブには、紫、青紫、赤紫、白、ピン

クの花はあるが、黄色は無く、珍しい花として、明治

時代にヨーロッパから輸入されたもの。 
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 会 長 の 時 間 

 創立３７周年記念日に当る５月３０日

の本日、例会を開催するに当たり、会

員１００％出席の実現を達成できた慶

びを先づ以てお祝い致します。 

 この一年を顧みるに当たり、特に感

じました2つのことを申しあげますと、 

第一には、この佳き日の直前に会場

変更を余儀なくされましたが、皆様方

のお骨折りにより難なく、本会場「ひら

かた仙亭」に変更できたことでありま

す。 

 第二には、元会員でありました諸先

輩に対し、本会合のご案内を差し上

げたところ、ご多用のところ、喜んでご

出席下さいました中会員、泉谷会員

はじめ、止むなくご出席いただけな

かった方々からも、ご丁重な事由を添

え書きして下さいましてのご返答を頂

戴いたし、いたく感謝、日ごろの行動

について強烈な戒めを覚えた次第で

あります。ここに改めて、両元会員の

ご出席を喜び、これまでのクラブ育成

にご尽力いただいたことに有難く感謝

申しあげます。 

 また、クラブ設立当初以来、お骨折

りを頂いた今中会員と共にクラブ発足

からの貴重な諸々の出来事を想い起

して止みません。このうえは、私ども

役員の任期も残り少なくなりましたが

これからも今期の役割を精一杯に努

力、達成して参りたく存じますので何

とぞよろしくご協力、ご指導のほどお

願いし、今日佳き日のご挨拶といたし

ます。 

 地区協議会報告  

○社会奉仕部門  多田 利生（次）委員長 

 ・東日本大震災の支援について―次年度の支援 

  昨年は各ロータリーでいろいろな支援を実施。現在は物資は十分あり、それを 

  保管する倉庫が不足している。また、一番してはいけないことは支援行為が自 

  己満足にならないよう、相手の迷惑になる事もあるので注意が必要。今後は心 

  のケア、こころの支援が必要となる。 

 
 

 

○米山奨学部門  橘 喜久夫（次）委員長 

 ・米山奨学寄附金目標額 1人 10,000円 

  よろしくお願いいたします。 

次年度の為の地区協議会出席報告 

橘(次)米山奨学委員長 

4月・５月誕生日祝 おめでとうございます！      

4月お誕生日祝 粟津直晶 会員      5月お誕生日祝 今西義人 会員 
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 創立記念日例会「出席率１００％」 を達成！ 

くずはロータリークラブ沿革   高島叔孝会長エレクト 

・20周年 松本甫会長1994年10月29日 

 記念講演 樟葉駅前噴水を設置 

・25周年 岡田日出男会長  

 式典とクリスマス家族会 

・30周年 金森市造会長 式典 

 社会福祉協議会ワゴン車寄贈 

 わらしべ園トランポリン寄贈 

・35周年 駕田 毅会長 

 枚方東くずは公園ベンチ 

 わらしべダイニングテーブルセット寄贈 

 式典とクリスマス家族会 

 

 38年間多くの会員が培った歴史ある当

クラブ、これからも40年50年と皆様の力で

盛大に盛り上げて推しすすめたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 3分間スピーチ 

＊創立1974年5月30日 20名で発足 

 親睦と友情・奉仕活動  

 現在チャーターメンバー今中会員  

＊承認1974年6月２5日 正式加盟承認 

    1975年3月２6日認証状伝達式 

＊くずは名称変更 2005年6月6日 

   「枚方-くずは」より「くずは」に変更 

＊歴代創立記念日の会長 

・創 立 徳田正也会長 20名でスタート 

・5周年 岩倉左門会長 記念式典開催 

・10周年 徳田正也会長 S59.9.20 

 於：ダイコロ武友館 

 式典、能舞揮毫「動き書」、祝賀会 

・15周年 嶋中完治会長 式典と親睦会 

 長尾駅案内板設置、王仁博士誕生 

 地碑設置、王仁博士誕生聖地表敬 

 記念植樹 

 中 一皓 様(元会員)   泉谷 楠夫 様(元会員)    

  本年度出席委員長の中谷でござ

います。本日は例会が創立記念日

にあたるという記念すべき日に100%

出席例会を開催し、会員皆様には

お忙しい中、多数ご出席いただきま

して誠にありがとうございます。 

 また、皆様のお手元にモンシュシュ

の堂島ロールとドライバー付LEDライ

トを記念品としてご用意 

致しましたのでご活用下 

されば幸いです。 

 

 出席委員長 中谷賀久 



ニコニコ箱メッセージ（敬称略） 

＊健康一番ますます元気で過ごされる事を祈っています 

                               今中七郎 

＊出席できた喜びに                  林 祐弘 

＊創立37周年記念日を迎えての慶びに     吾郷泰廣 

＊創立記念日にスピーチをさせて頂いた喜びに 

                              高島叔孝 

＊ありがとう！                      今西義人 

＊創立記念日を祝して                畠仲 聡 

＊100%出席達成のよろこびに           初木賢司 

＊創立記念日100%出席例会を祝して       三木 彰 

＊祝！創立記念日100%例会            國田欣吾 

＊創立記念日100%例会に出席できた喜びに  小林正彦 

＊100%例会出席のよろこびに            日野守之 

＊創立37周年記念式典おめでとうございます  中 一皓 

＊本日は「創立記念日100%出席例会」にお招き頂き 

 ありがとうございます。久しぶりにロータリーの皆様に 

 お目にかかり感激しています。会員の皆様のご健勝と 

 くずはRCの益々のご発展をお祈り致します  泉谷楠夫                       

ニコニコ箱 合計 ￥87,000 累計 ￥1,346,491 

〇本日の配布物 

①ロータリーの友 6月号 

②ニコニコキャンプご案内 

③蛍の夕べ親睦会のご案内 (no.3) 

○本日の回覧物 

①ガバナー月信 6月号 

② 

○地区行事等出席報告 

6/2 次年度会員増強セミナー       高島、源本 

○地区行事等出席予定                         

6/20 12-13年度第1回地区社会奉仕委員会  初木 
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第１８１７回例会出席報告（5月30日） 

総会員数 出席者 出席率 

５６名 ５０名 ９６．１５％ 

第１８１４回 例会補正後 出席率 ７５．００％ 

  メーク ３名   欠席 １２名   除外 ８名 

除外４名・事前メークアップ済２名 補正後１００％達成 

     お客様  中  一皓 様 （元会員） 

            泉谷 楠夫 様 （元会員） 

６月６月  祝お誕生日祝お誕生日  
  

藤原 和彦 会員（１５日) 

おめでとうございます！ 

 

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 

＜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。 

 

＜野球同好会からのお知らせ＞ 
第29回全国RC野球大会 

 

・日   時：2012年6月１5日(金) 13:00～14:30 

・場   所：阪神甲子園球場 

・集合時間：10:30(11時より球場入場)時間厳守 

・集合場所：甲子園球場６号門前 

※球場には入場証がないと入れません。入場希望 

の方は野球同好会事務局またはRC事務局まで！ 


