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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１８９１回 例会プログラム 

２０１３年１２月１８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 

●亀井ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ご挨拶 

●幹事報告 
●委員会報告 
 ・出席状況報告 

 

 

●講話「訪問所感」 

 RI第2660地区IM第3組 

 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 亀井信昭 様 

●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） 

＜ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐とのｸﾗﾌﾞ協議会＞ 

 全会員出席 

12/ 21 
(土) 

・ｸﾘｽﾏｽ家族例会
ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ大阪 

17時～20時20分 

12/25 
(水) 

→21日(土)に変更 

 

1/1 
(水) 

元旦 

1/8 
(水) 

・会長年頭挨拶 

・定例理事会 

1/14 
(火) 

・ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問 

３クラブ合同例会 

ひらかた仙亭 

1/8 ― 

14日 Ｇ公式訪問 

22日 多田利生会員 

29日 高島叔孝会員 

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 

 

第7回くずはＲＣ杯枚方少年野球ｼﾞｭﾆｱ大会 

決勝戦・閉会式 

 2013年12月15日(日)  於：サンヨースポーツセンター 
       

 寒空の中、第７回くずはRC杯決勝戦が行われました。参加チーム７６の中から

勝ち上がった2チームの戦いは手に汗を握るほどの接戦で、前回準優勝の精華

アトムズが1対0で交野レインボーズを下し勝利しました。 

 

    ☆優勝   精華アトムズ  ☆準優勝   交野レインボーズ 

 

    出席者 （敬称略） 北川、高島、北村、米田、上野、中谷、木﨑 



北川順清 会長 

 本日は、香里園RCからＩＭ副実行委員の小泉二朗様と坂井秀明様が、来年

１月２５日（土）ホストクラブとして開催されますインターシティミーティングにつき

まして、ご紹介とご挨拶にお越し下さいました。後ほどに宜しくお願い致しま

す。 

 さて先週は、クラブ協議会「年次総会」を開催し、来年度の新役員が選出さ

れました。そして今日第１回目の被選理事会が開催されます。私どもの全任務

を果たしましての引き継ぎをしたいと申しましたが、師走のせいもあるのでしょう

か何か忙しい感じがしてなりません。  

 又、月初でもありましたので、セレモニーやお祝い事の紹介等で、重田親睦

委員長によります「家族月間に因んで」の卓話時間が半分程度になり大変申し

訳ありませんでした。どうか委員長の思いは委員会で、特に入会年数の浅い

会員にお話し願い、伝えて頂きたいと思います。 

 ４か月にまたがり熱戦を繰り広げてくれました、第７回くずはRC杯枚方少年野

球ジュニア大会もいよいよ決勝戦であります。12月15日（日）10時からサンヨー

スポーツセンターで行われ、終了後には表彰式と閉会式が行われますので、

皆様方にはご多忙のこととは存じますが、是非とも出席をお願い致します。 

 来週は亀井ガバナー補佐を迎えまして、今年度最後のホームでの例会となり

ます。亀井補佐は先月の5日、お母様を亡くされ大変寂しい思いでおられま

す。故人、照子様のご冥福をお祈りするとともに、亀井補佐を元気づけるように

多くの会員の出席の下、3回目となります補佐訪問を受けたいと思います。 

 そして、例会終了後に補佐とのクラブ協議会開催しますが、理事役員だけで

なく皆様全員の出席をお願い致します。 

 本日の卓話は、源本会員と聞いておりましたが「雑談雑学・人のふりみて我

が社の気づきⅡ」と題した卓話を頂きます。続編だそうです、宜しくお願い致し

まして会長の時間を終わります。 

【会長の時間】 

    ✿今後の行事をお知らせします✿ 

●１２月２１日（土）クリスマス家族例会   於：リーガロイヤルホテル大阪 17:00～20:20 

 

● １月 ８日（水）新年祝賀例会      於：くずはゴルフ場 12:30～13:30（例会場にて食事） 

● １月１４日（火）福家ガバナー公式訪問３クラブ合同例会 於： ひらかた仙亭12:30～13:30 

 （今年度は枚方RCがホストなので例会は火曜日になります。1/15（水）→1/14（火） 

● １月２５日（土）I.M ｲﾝﾀｰｼﾃｨﾐｰﾃｨﾝｸﾞ  於：アルカスホール（京阪寝屋川市駅より徒歩3分）13:30～ 

● ２月２１日（金）地区大会合同研修会   於：大阪国際会議場 

   ２月２２日（土）移動例会 時間未定   於：中華料理 皇家龍鳳（ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ大阪１５F） 

            地区大会本会議       於：大阪国際会議場  13:00～15:30 



■協議 
①例会日と場所変更の件 

 2/26(水)→2/22(土)に変更 

 地区大会参加に当っての移動例会開催の為 承認 

②3/26卓話変更の件 

 中村会員→ﾁｪﾝﾗｲRC原田義之氏 

      ｱｶ族支援現況報告       承認 

③枚方少年野球連盟懇親会の件 

 木﨑委員長､米田会員出席 祝金2万円拠出 承認 

④アカ族支援ノート寄贈の件 

  アカ族の学校へノートを寄贈（船便） 

  金額と冊数、送料を確認       報告要 

 

⑤新春祝賀例会の件 

 1月8日12:30～例会場(食事は例会場にて)  承認 

■審議 
①下期会費の件 

 会費14万円＋IM3,500円＋親睦(春)7千円 

 合計150,500円              承認 

②フィリピン台風災害支援金の件 

 ニコBOXより拠出@1,000円×54名     承認  

■追認 
○ｸﾗﾌﾞ協議会(12/18) の件 

  5大奉仕各理事より進捗状況報告 

  3年未満会員は必ず出席のこと        承認 
 

                  第６回定例理事会報告    12月4日開催 

卓話「雑談雑学･人のふり見て我が社の気づきⅡ」   

           源本 将人 会員 

○言葉の重要性 

 安藤忠雄建築士  

 「メール禁止、ＦＡＸ禁止、各デスクに電話なし、電話での打ち合わせ 

  禁止」など他の職場では考えられないルールを完全に徹底 

 阪神タイガーズ 

  阪神タイガースの南信男社長は2010年1月5日、球団年賀会の挨拶で 

 「メール禁止令」を宣言 

○シンガポール航空  

 シンガポール航空はもう1度乗りたい航空会社として人気 

 おしぼりの香り 目に見えるものだけでなく香りで差異化 

 星空の演出、ジェットサービス 

○書店 

 レジ1ヶ所のみ（ジュンク堂）、倉庫無し、都市のみの店 

 ランドセル売り場（塾用品など老人付き添い人の関心もの） 

 三越、伊勢丹 タリーズコーヒー 

○購買意欲の増進業 

3分間スピーチ     片桐公秀 会員 

○業務 建築鉄材の高騰、建築方式の変化 

○趣味 ゴルフ競技とコンペの処し方 

    スポンサーの減少傾向 

    再入会の喜びとこれからの覚悟 

 

ＩＭ ＰＲ   ＩＭ副実行委員長 小泉二朗様 (香里園）  

○ＩＭの開催案内 

  2014.1.25（土）13:00～受付 13:30~開会 

  於：アルカスホール（寝屋川市早子町12-21） 

  講演「サービスのプロに学ぶ人の心の掴み方」 

     ～すべての行動はお客様の笑顔のために～ 

     講師 平田進也 氏（日本旅行西日本営業部営業推進部部長）   

○懇親会の開催 

  ニューコマンダーホテル17:00～ 
小泉二朗様 坂井秀明様 

源本将人 会員 

片桐公秀 会員 



ニコニコ箱 合計 \15,000 累計 ¥627,775 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊自己紹介を終えて               片桐公秀 

＊ＩＭのご挨拶に                 香里園ＲＣ 

○本日の配布物 

・1２月１８日週報 

○本日の回覧版 

①1月例会出席確認表 

②IM出欠確認表     

③新春祝賀例会とｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問出欠表          

○地区行事出席報告 

12/11第2回地区社会奉仕委員会      初木  

12/14 交野RC30周年記念式典   北川、北村 

○地区行事等出席予定                

12/26 地区災害支援委員会         初木 

1/18 第2回クラブ広報委員長会議  

           13-14年度、14-15年度委員長 

○メークアップ 

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１２月の 

 ロータリーレート １＄＝１００円 

 

第１８９０回例会出席報告（１２月１１日） 

総会員数 出席者 出席率 

５４名 ３４名 ７０．８３％ 

第１８８７回 例会補正後 出席率 ７６．９２％ 

   メーク ３名  欠席 １２名  除外 ２名 

    お客様 小泉 二朗 様（香里園ＲＣ） 

          坂井 秀明 様（香里園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。 

 勝新太郎は、生で、ジェームス・ディーンを見た時に、ハリウッド

に凄い奴がおり驚いたと、後日語っていた。 

 広報委員長ヤマモトの世界話シリーズ その１８ 

「七ツ星歩く会」からのお知らせ 

  12月10日は雨天のため中止し、 

  来年に延期しました。 
           中谷靜雄会員 


