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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１８８７回 例会プログラム 

２０１３年１１月２０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 
「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 

●３分間スピーチ 

  重田惠年 会員 

 

●卓話 

「ロータリー観について」 

   宮田  明 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） 

＜40周年実行委員会＞ 

北川、中野、宮田、山中、小北 

山口尚志、國田、原田、日野 

岡山、源本、畠仲、初木、多田 

川島  
11/27 
(水) 

・移動例会 

くずは青葉幼稚園 

もんぺ座 

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 

12/11 
(水) 

・山中卓会員 

・被選理事会 

27日 ― 

12/4 初木賢司会員 

11日  

18日 ― 

今日の歌 
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「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 

今月の予定 

３分間スピーチ 

おめでとうございます！ 

マルチプルPHF(２)  藤原和彦 会員  マルチプルPHF(２)  岩本昌治 会員 

マルチプルPHF  山口尚志 会員     マルチプルPHF  國田欣吾 会員 



  北川 順清 会長 

 先週の天気予報では、今週からは真冬並みの天気になると予報されていると

お話致しましたが、本当によい時期は特に短く感じられます。又、これから年末

にかけまして皆様方には大変お忙しくなるかと存じますが、お体には十分ご自

愛いただきまして例会への出席も宜しくお願い致します。 

 先週5日、亀井ガバナー補佐のご母堂さま亀井照子様（88歳）が、ご逝去さ

れました。寝屋川RCから連絡がありましたので、７日の通夜に参列致しまして

お悔やみを申し上げ、故人のご冥福をお祈りしてまいりました。報告申し上げ

ます。 

 本日の例会でありますが、年当初では外部卓話「もんぺ座」（移動例会）を予

定しておりましたが、卓話者の都合により27日に変更となりました。変更後の今

日の卓話者に27日予定の今西会員と先週まで週報に記載されていましたが、

大変ご迷惑をお掛け致しました。本日の卓話は北村会員にお願いすることが

できました、ご清聴の程宜しくお願いを致します。移動例会につきましては、後

ほどの幹事から説明があります。 

 さて、昨今の新聞やテレビで報道されています食品の虚偽表示問題。先々

週の田中会員の3分間スピーチでも話されましたが、某ホテルのメニュー偽装

問題に始まり酒造メーカーにまで波及、発覚してきました。今日もロータリーソ

ング四つのテストを斉唱致しましたが、我々ロータリアンは「ロータリーの目的」

の第２項に“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”と掲げています。つまり、職業奉仕の考え方でありますが、ロンＤ．

バートンRI会長は“自らの職業を高潔なものにする”私たちは能力と高潔さを

もって行う自らの仕事に誇りを持ち、それぞれの職業がニーズを満たし、自分

たちの務めを遂行することで、私たちは地域や社会に貢献していると説明され

ています。大手有名ブランド各社の虚偽行為であるだけに理解ができません。

特に食の世界であるだけに安全・安心できる食材を提供して、一日も早く汚名

を返上して戴きたいものです。 

 最後に昨日、第一回の「ウォーキングの会」が実施され参加しましたのでご報

告致します。午前10時に京阪八幡市駅に集合し、石清水八幡宮に参拝．ゆっ

くりと男山から下山．交野天神社と樟葉の宮にお参りしてきました。カメラの持

ち合わせが無く報告できないのが残念ですが、所要時間2時間半15,000歩あ

まりのウォーキングでありました。樟葉に帰りましての昼食時には、会の命名も

され、これからは皆様の健康管理をお手伝いするための企画として、毎月1回

の実施と考えておられます。詳しくは中谷会員より説明と案内があります。あと

一点、第７回くずはRC杯枚方少年野球ジュニア大会の進捗状況を、週報に記

載しましたが少し遅れているようです、決勝戦は12月８日を予定されています。

後日の案内になりますが多くの会員に出席を頂きまして、決勝戦に花を添えて

頂きます事をお願いし会長の時間とします。 

【会長の時間】 



【卓話】「」 
           北村 隆 会員 

北村 隆 会員  

 大正末期に生を受けて以来、早や88才の齢を数えるに至りますと、昭和初期の

小学校時代はすでに遠い夢物語となり、ただ今までの変遷に驚くばかり。若干の

記憶を辿ってみる次第です。 

〇小学校時代から80年 

１．小学校 

 (１)運動会には日の丸弁当（現在は華やかな母の心遣い） 

 (２)甲子園での徒手体操に出場 

 (３)御影公会堂での兒童唱歌発表会 

 (４)大阪湾での海軍々艦の観艦式 

２．中学校 

 (１)陸軍幼年学校、陸軍士官学校、海軍兵学校へ成績優秀者が続々と入学 

 (２)通学時の先輩による作法訓練 

 (３)寒稽古はじめ野外での雪中教育 

 (４)夜間行軍と実弾射撃 

３．専門校 

 (１)学びながらの勤労奉仕 

 (２)兵役に備えての体力検査 

〇兵役時代 

１．初年兵教育（教典の記憶、暗誦力の養成） 

２．幹部候補生教育（努力、正義、成せばなる） 

３．護阪部隊（和歌山県の山岳部） 

４．終戦宣言（餓えからの解放） 

〇就業時代 

１．戦費の整理と在外資産の調査 

 (１)利札の整理と臨時軍事費の計算事務 

 (２)米国人との懇談会に備えての会話練習 

２．戦後の復興事務 

 (１)新円切換に当っての証紙貼布事務（平成の現在時では銀行券発行高81兆 

  円、134億枚へ増嵩） 

 (２)割引手形の日歩計算（日歩（元金100円に対する1日の利息）1.6～2.1銭） 

 (３)銀行券流通状況調査 

 (４)銀行券輸送と損傷紙幣交換 

 (５)迅速な報告、連絡事務 

〇逞ましさの豊富な企業と村落 

１．自動車産業 

２．食品業（コンビニ、コーヒーはじめインスタント） 

３．機器業界 

４．住宅産業 

５．史蹟地の開発 

  例 ・作家司馬遼太郎記念館―安藤忠雄氏設計で有名な東大阪市 

     ・新潟県村上市など   



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） 

＊21回目の入会お祝いを頂いた喜びに  高島叔孝 

○本日の配布物 

①1１月20日週報 

②40周年実行委員会組織表 

○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 

１1/13第2回IM担当者会議      日野、嶋田       

○地区行事等出席予定                

11/21 地区災害支援委員会         初木 

12/14 交野RC30周年記念式典   北川、北村 

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１８８６回例会出席報告（１１月１３日） 

総会員数 出席者 出席率 

54名 ３０名 60.00％ 

第１８８３回 例会補正後 出席率 82.35％ 

  メーク 5名  欠席 9名   除外 3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 

 

  三船敏郎 
黒澤 明監督のパートナーというより、相棒といった方が良かった

三船敏郎さん。私が大好きな俳優さんだが、カメラマンだった三船

さんは、たまたまオーディションに写真撮影をしているときに、黒澤

監督から俳優転身を言われ、大俳優となった。蜘蛛の巣城という映

画では、実際に弓矢を射たれる迫真の演技を披露した。しかしこの

とき本人は間違って当たると死んでしまうので、黒澤監督を罵倒し

たと言われる。1997年に永眠し、お墓は神奈川県川崎市の生田丘

陵に眠っている。 

 広報委員長ヤマモトの世界話シリーズ その１４ 

＜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 

■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！    

 

 

米山奨学特別寄付11月１３日現在 

合計  2４0,000円 
 


