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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１８８６回 例会プログラム 

２０１３年１１月１３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 

  森川正敏  会員 

 

●卓話「遠くなった 

   昭和のはじめから」 

   北村 隆  会員    

●その他 

 ・ニコニコBOX報告 
●１３：３０閉会の点鐘 

●本日の会合（敬称略） 

＜CLP委員会＞ 

 山口伊太郎、宮田、北川 

 原田、岩本、高島、日野 

＜ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会＞  

 岩本、山口尚志、多田 
11/20 
(水) 

・卓話 

 宮田 明 会員 

11/27 
(水) 

・移動例会 

くずは青葉幼稚園 

12/４
(水) 

・クラブ全員協議会 

 年次総会 

・卓話「家族月間に 

 因んで」 

 重田惠年委員長 

11/20 重田惠年会員 

27日 ― 

12/4  

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！ 

  入会祝 北川順清 会長   入会祝 原田武夫 会長ｴﾚｸﾄ   入会祝 高島叔孝 直前会長 

   入会祝 岩本昌治 会員     入会祝 岡山量正 会員    誕生日祝 平尾公介 会員 



  北川 順清 会長 

 昨日に続き今日も、まさに秋の心地よい気候であります。来週からはぐっと冷

え込んでくると予報され、今年はこのようないい気候が短いようであります。 

 報告事項でありますが、地区より2012-13年度ガバナー指名委員会より大阪

ロータリークラブ会員、立野純三氏が2015～2016年度地区ガバナー・ノミニー

候補者に指名された通知がありましたのでご報告致します。 

 さて、今月はロータリー月間にあたりまして、二年連続三回目の財団委員長

を務めて頂いています國田委員長より卓話を頂きます。宜しくお願いします。 

年当初に地区テーマ｢感動の体験を!!人々にも、自身にも｣と紹介致し、その戦

略計画としての５つの中で、人道奉仕の重点化と増強の中で、ポリオ撲滅・

FVP（未来の夢計画）・東日本震災復興支援を説明致しましたが、特に本年度

から新補助金制度FVPが導入されプログラムと運営の簡素化をされるにあた

り、地区補助金とグローバル補助金の申請や手続き等が、授与と受諾の条件

としまして変更されました。本年度におきましても地区補助金を申請し「子ども

たちを交通事故から守る」としまして、飛び出し注意看板と誘導灯を枚方市に

寄創致しましたが、昨年度(被選の段階)に事業の申請を行い実施出来まし

た。この他手続き等にも変更があり、國田会員には継続しての委員長をお願い

し努めていただいた次第であります。次年度におきましても、対象となる事業が

実施されます場合はご協力頂き、スムーズに手続きができるものと思います

が、その為には皆様方の財団への寄付をお願いすることとなります。先月の米

山月間に続いてのお願いで恐縮致しますが宜しくお願いします。 

【会長の時間】 

 

  第7回くずはRC杯枚方少年野球ジュニア大会進捗状況 2013年11月 

 

 ここまで56試合を消化し、決勝戦

まで残り20試合迄きました。今年

は、殊の外、雨・雷・台風にたたら

れ進捗が遅れています。今後は雨

の心配もありますが、強豪チーム

同士の対戦になりますので他大会

との関連で組合せにも難儀するこ

とが予 測さ れます。目 標は12/8

（日）の決勝を目指していますが、

もう1週ずれることもありうるかという

状態であることをお伝えします。 

      大会事務局長  深松 



【卓話】「財団月間に因んで」 
           國田 欣吾 財団委員長 

  國田欣吾 委員長 

○寄付と認証 

１．寄付の種類 

 ・ポリオの撲滅を目指すポリオ・プラスと「ロータリーの2億ドルのチャレンジ」 

 ・財団プログラムの主要な財源である年次プログラム基金 

 ・財団を末永く支え、強さと活力をもたらす恒久基金 

２．認証 

 ・毎年100米ドル以上を寄付すると、「財団の友」会員として認証  

 ・1,000米ドルを寄付すると、ポール・ハリス・フェロー 

 ・2,000～9,999米ドルの寄付累計でマルチプル・ポール・ハリス・フェロー 

 ・毎年1,000米ドル以上の寄付でポールハリスソサエティ 

 ・1,000米ドル以上の恒久基金寄付でベネファクター 

○ロータリーが始めたポリオ活動 

 ・ポリオ撲滅活動のパートナー達   ・クラブでポリオについて考える 

 •ポリオについて             ・ポリオとロータリー 

 ・ポリオ撲滅の必然性          ・ロータリアンが出来る事 

・撲滅まであと15億ドル不足       ・ロータリーアン1人50ドル以上 

○ロータリーカード 

 新しくビジネスカードが登場（法人対象） 年会費カード一枚につき3,150円 

 ・ショッピングご利用金額0.5％          → ロータリー財団に寄付 

 ・ビジネスカード年会費3,150円のうち1,500円 → ロータリー財団に寄付 

＜移動例会のお知らせ＞  

 

■１１月２７日（水）於：くずは青葉幼稚園 

  １２：１５～１３：２０ 

■もんぺ座公演視察 

■集合場所 樟葉駅ロータリー三井住友BK前 

■集合時間 １１：５０ （12時出発） 

 

 

   

  ＜クリスマス家族例会のご案内＞  

 

  ＊日 時  2013年12月21日(土) 

          17：００～２０：２０ 

  ＊場 所  リーガロイヤルホテル(大阪) 

  ＊会 費  会  員  ２０，０００円 

           ご家族   １５，０００円 

          小学生以下 ４，０００円 

  ＊締 切  ２０１３年１１月２０日（水） 

  今年は大型イリュージョンマジックショーです！ 

   

  財団特別寄付にご協力頂きありがとうございました。 

 おかげさまで多大なご寄付が集まりましたこと心より御礼申し上げます。 

                                             ロータリー財団委員長  國田 欣吾              

      ★年次特別寄付(敬称略) 

         北川、駕田、嶋田、小林、粟津、小北、山口尚志、米田、金森、藤原、宮田、重田、國田 

     ★ベネファクター 

        原田                                                                                      合計１８２，０００円   



ニコニコ箱 合計\10,000 累計 ¥503,775 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊入会記念品を頂きまして          北川順清 

＊誕生日祝を頂いて              平尾公介 

○本日の配布物 

①1１月１３日週報 

② 

○本日の回覧版 

①1２月例会出欠確認表 

②11月27日移動例会出欠表 

○地区行事等出席報告 

                     

○地区行事等出席予定                

11/13第2回IM担当者会議      日野、嶋田 

11/21 地区災害支援委員会         初木 

○メークアップ 

 平尾公介会員  11/７ 交野RC 

 初木賢司会員  1/１１ 仙台南RC 

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/ 
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２０１３年１１月の 

 ロータリーレート １＄＝１００円 

 

第１８８５回例会出席報告（１１月６日） 

総会員数 出席者 出席率 

54名 ３４名 ６６．６７％ 

第１８８２回 例会補正後 出席率 ７５．００％ 

  メーク １２名  欠席 １３名   除外 ２名 

＜くずはＲＣゴルフ親睦大会のご案内＞  

 

  ＊日  時  2013年11月28日(木) 

  ＊場  所  琵琶湖カントリー倶楽部 

             栗東市御園５１３番地 

  ＊集合場所 クラブハウスフロント 

  ＊集合時刻 午前9時30分 

  ＊スタート  10時18分 栗東ｺｰｽ 

 

 

  黒澤 明（1910-1998） 

 

 

 

 

 今もって日本映画界の最高峰の監督である。日本だけではな

く、ハリウッドにも多大な影響を与え、七人の侍（荒野の七人）や

用心棒（荒野の用心棒）、隠し砦の三悪人（スターウォーズ）等

は、ハリウッドでリメイク版が作られた。 

手塚治虫のブラックジャックも、黒澤作品の赤ひげをヒントに作ら

れ、色んなジャンルに影響を与えた。また三船敏郎とのコンビ作

品は優秀な作品が多かったが、離ればなれになってからは、大

作が少なかった。これは三船にもいえることで、２人は一卵性コン

ビと言っても過言ではない。お墓は鎌倉にあり、実は黒澤明の墓

所の隣は空いているが、住職は誰にも売らないと広言している。 

 広報委員長ヤマモトの世界話シリーズ その1３ 

 

 

 

米山奨学特別寄付11月6日現在 

合計  230,000円 
 


