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2013～14年度 北川会長テーマ 

『 自 他 敬 愛 』 
 ～より愛情に満ちた思いやりのある奉仕活動を!!～  

第１８８２回 例会プログラム 

２０１３年１０月９日（水）くずはゴルフ場 

●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 

●３分間スピーチ 

  駕田 毅 会員 

●卓話 

  稲田 義治 会員  

●その他 

 ・ニコニコBOX報告 
●１３：３０閉会の点鐘 

  

 

10/16 
(水) 

定款により休会 

10/23 
(水) 

・卓話 

「月間に因んで」 

原 米山奨学委員長 

10/30 
(水) 

・卓話 

 三木 彰 会員 

・40周年実行委員会 

11/6 
(水) 

・卓話 

「月間に因んで」 

國田 財団委員長 

・定例理事会 

16日 休 会 

23日 北村 隆 会員 

30日 小林正彦会員 

11/6 金森市造会員 

今日の歌 
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 「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 

今月の予定 

３分間スピーチ 

おめでとうございます！ 

 誕生日祝 今中七郎 会員      卒寿(90歳)心よりお祝いも申し上げます。 

入会記念日祝 南  武 会員    入会記念日祝 小北英夫 副会長 

祝卒寿 今中七郎 会員 



  北川 順清 会長 

 本日のお客様は、大阪大手前RC曽我部律夫様でございます。 

 安部総理は昨日、来年4月に消費税を８％に引き上げると発表されま

した。安部政権では発足以来デフレ脱却に向け、経済成長戦略いわゆ

る「アベノミクス」を展開、結果として円高・株高で推移し、経済成長が安

定したと判断されたものと思います。夕方の記者会見では、社会保障の

財源を確保し、財政再建を図るために決断したことを表明。同時に消費

増税に伴い5兆円規模の歳出増を伴う経済対策、いわゆる3本目の矢が

発表されました。 

 自民党の石破幹事長は「民主党の政権時代には代われる政党があっ

たが今の自民党に代わる政党は無い。日本が終わってしまう。だから

我々は最善を尽くし総理を支えている」と話され、強気の発言ではありま

すが考えればその通りと言わざるをえません。 

 国民の声も様々であります。社会保障のためなら「生活は苦しいが仕

方ない」、「給料の上がっているときであれば我慢できるが」等々でありま

す。中小の製造企業では、景気の冷え込みを心配する声が多く聞かれ

ます。「経済再生と財政健全化は両立しうる」と強調される安部政権に注

意深く付いていくのが現状かと思います。 

 さて、10月は職業奉仕と米山月間です。今日は米田職業奉仕委員長

から「職業奉仕月間に因んで」卓話があります。 

 職業奉仕は、ロータリーの［真髄］というべき理念とされています。ガバ

ナー月信には「職業奉仕月間に寄せて」と題してガバナーの考えと、地

区委員長の方針が記載されています。全員には配布していませんが、

回覧をした後事務局に置いていますのでお読みください。そして、委員

長の卓話をお聞きし、自分にとって職業奉仕とは何か、又、どのようにす

ればいいのか、企業におかれましては、自社は何をすべきか、企業理

念の再確認をし、お考え頂きたいと思います。 

 先月9月度には多くの事業が集中しましたが、皆様方のご出席とご協

力のお陰をもちまして盛会裏に終了することが出来ました。ありがとうご

ざいました。 

 ただ、残念なところがあります。それは「この事業はメーク扱いになりま

す」と出席を促しましたが、通常の例会に欠席がちな方の出席が少な

かったことです。上山出席委員長には、出席率向上のための書面を配

布や、先々週の3分間スピーチでも出席状況とメークの励行についてお

話頂きました。慣れれば当たり前のように出かけていく例会ですが、例

会出席の大切さと週に1回食事を共にし、メンバーと懇談し情報交換で

きる楽しさが同席だとわかって戴きたいと思います。どうか皆様方により

まして欠席がちな会員をエスコートして頂きますようお願いし会長の時

間を終わります。 

【会長の時間】 



【卓話】「職業奉仕月間に因んで」 

 米田勉職業奉仕委員長 

＜５RC親睦ゴルフ大会＞ 

 

 ■日  時：2013年10月26日（土）  

 

 ■場  所：四條畷CC 

          四條畷市下田原2353 

         ℡；072-876-1501  

 

 ■集合時間：各自スタート時間の30分前  

         （8時31分ＯＵＴ・8時28分ＩＮスタート） 

 

 ■参 加 費 ：10,000円      

  ※10月15日以降のキャンセルは参加費の返却 

    はできません 

  

 

＜第25回ｶﾞﾊﾞﾅｰ杯軟式野球大会 ＞ 
2013年10月6日（日）於：サントリー球場 

くずは １４ －１３ 八尾 

 

 打線爆発、高齢者打線も大爆発の末、大逆転で 

 勝利しました。 

 

 参加会員（敬称略） 山口伊太郎、米田、多田 

 粟津、稲田義治、 木﨑、源本、森川、畠仲、高島    

＜今後の試合予定＞  

■１０月１３日（日）於：サントリー球場 

   ８：００集合 ９：００試合開始  御堂筋本町ＲＣ  

■１０月２７日（日）於：関西電力総合運動場(箕面） 

   ９：５０集合 １０：５０試合開始  寝屋川ＲＣ 

 ■１１月３日（日）於：柏原高校グランド 

   ８：００集合 ９：００試合開始   中之島ＲＣ 

○ロータリーの目的 

 ロータリーの目的は意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励しこれを育むこ

と、具体的には下記の各項を奨励することにあります。 

 １．知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること 

 ２．職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、 

   社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものとすること 

 ３．ロータリアン一人一人が、個人としてまた事業および社会生活において、 

    日々奉仕の理念を実践すること 

 ４．奉仕の理念で結ばれた職業人が世界的ネットワークを通じて国際理解・親 

   善・平和を推進すること   

○職業奉仕はどのように実践できるか 

 ・例会で各会員が自分の職業について話し、 互いの職業について学び合う 

 ・地域社会での奉仕プロジェクトで職業スキルを生かす 

 ・高潔の精神で仕事に取り組み、言動を通じて模範を示すことで倫理的な行動 

  を周囲に促す・若者のキャリア目標を支援する 

 ・専門能力の開発を奨励し、指導する 

 1905年、ポール・ハリスら４名によって創始された最初のロータリー・クラブはその

歴史が示すように、初めに親睦、助け合いから始まりました。すなわちロータリーの

樹に水と栄養を送る「根」は「クラブ奉仕」であります。会員はクラブという学校で

「相手のことに思いを馳せ相手を助けるという『奉仕の理想』を学び、その真意が

『共存共栄』であります。『会員』は、ロータリーの目的を基本とし、ロータリアンの行

動規範である「四つのテスト」による奉仕活動の実際を体得することによって『ロー

タリアン』に進化してまいります。会員からロータリアンに進化してゆく過程の基盤

には、F.コリンズの『超我の奉仕』、A.シェルドンの『もっとも奉仕するもの、最も多く

報いられる』が存在します。私たちロータリアンは、この２つのモットーを１枚のコイ

ンの表・裏と考えながら、日常の奉仕活動に邁進しています。 

 ロータリーは「理念の高唱」に終わるのではなく、「行動の哲学」なのであります。 



ニコニコ箱 合計 \35,000 累計 ¥352,775 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊生かされ健康で卒寿を迎える事ができ感謝 

 しています。今後ともよろしく！       今中七郎 

＊入会記念品をいただいて          南     武 

＊9月度の多くの事業が盛会裏に終了することが 

 できました喜びに               北川順清 

＊すばらしい卓話を聞かせて頂いたよろこびに 

           前年度職業奉仕委員長 中村雄策 

＊先週欠席したおわびに           平尾公介 

○本日の配布物 

①10月2日週報 

②くずはRCゴルフ親睦大会のご案内 

○本日の回覧版 

・11月例会出欠確認表 

○地区行事等出席報告 

10/5 枚方ライオンズクラブCN55周年式典 

                           北川 

○地区行事等出席予定                

10/9 こども安全看板設置活動 

11/2 財団委員長会議            國田 

 

大阪府枚方市楠葉花園町14-2 
樟葉パブリックゴルフ クラブハウス２Ｆ 

電話 ０７２-８５５－５１２５ 
FAX ０７２-８５５－５１８０ 

Email: kuzuha-rc@kcat.zaq.ne.jp 
URL:http://www.kcat.zaq.ne.jp/kuzuha-rc/ 

 
 

    国際ロータリー 第2660地区 
   創立：1974年5月30日 承認：1974年6月25日 
        クラブ名称変更承認：2005年6月  6日 
         会   長  北川 順清    
         広報委員長  山本 一郎 
 

KUZUHA ROTARY CLUB 発 行 

 

 

２０１３年１０月の 

 ロータリーレート １＄＝１００円 

 

第１８８１回例会出席報告（１０月２日） 

総会員数 出席者 出席率 

54名 36名 70.59％ 

第１８７８回 例会補正後 出席率 80.77％ 

   メーク 3名  欠席 10名   除外 2名 

  お客様 曽我部律夫様（大阪大手前ＲＣ） 

 

 

ジェームス・ディーン（1931-1955） 
 24歳という若さでこの世を去った伝説のハリウッドスター。愛

車ポルシェで事故死した州道46号線は、見晴しも良く、また

道路幅も広く、今もってなぜ自動車事故を起したのか謎とい

われている。 

 ジェームスディーンのお墓は、アメリカンピンクという石で作

られた墓石で、お墓は小さいが、女性ファンがお墓にたくさ

んのキスマークをつけている。また墓石は、ハンマーであちら

こちら割られており、狂信的ファンが、墓石の石のかけらを持

ち帰っている。 

 広報委員長ヤマモトの世界話シリーズ その1１ 


