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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１８８９回 例会プログラム 

２０１３年１２月４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 

●幹事報告 
●委員会報告 
 ・出席状況報告 

●三分間スピーチ 

  初木賢司会員 

●全員クラブ協議会 

 「年次総会」 

●卓話「家族月間に因んで」 

    重田惠年 親睦委員長 

●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） 

・定例理事会 

 北川、原田、高島、小北、日野 

 三木、橘、山口伊太郎、嶋田 

 米田、木﨑、西田、重田  

おめでとうございます！ 

 

１２月 祝入会記念日 １２月 祝お誕生日 

藤原和彦会員（S61年） 

駕田 毅会員（H ４年） 

山口伊太郎会員（H13年） 

初木賢司会員（H13年） 

 

小北英夫会員（1日） 

山口尚志会員（3日） 

岩本昌治会員（20日） 

 

12/11 
(水) 

・卓話 

 源本将人会員 

・被選理事会 

12/18 
(水) 

・亀井Ｇ補佐訪問 

・「訪問所感」 

・ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐との 

 クラブ協議会 

12/ 21 
(土) 
 
 

・ｸﾘｽﾏｽ家族例会 

於：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 

12/11 片桐公秀会員 

18日 ― 

今日の歌 

KUZUHA ROTARY CLUB   KUZUHA ROTARY CLUB   KUZUHA ROTARY CLUB   Weekly Club BulletinWeekly Club BulletinWeekly Club Bulletin 
 

「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・閉会式は日時未定ながら12月中に開催予定！  



  北川 順清 会長 

  本日は移動例会に“くずは青葉幼稚園”まで足を運んで頂き有難うござい

ます。又、山口尚志会員「山口学園」の協力を得まして、昨年に続きまして人

形劇団“もんぺ座”の公演視察が実施できました。ありがとうございます。 

 さて、“もんぺ座”さんは、子ども達の交通安全をテーマにした人形劇を公演

し三十数年間にわたり地道に、枚方市内の幼稚園や保育所を訪問され幼児

に接し、人形劇を通じて交通安全啓発活動をされています。そして、我がクラ

ブは2010年度より交通安全協会に加入し、同時にもんぺ座の活動を支援して

きましたことは、皆様ご存じの通りです。 

 昨今では福知山や八幡市での、学童の通学列への無謀運転による事故等

が多発し、危険運転致死傷害罪等の刑罰の強化もされましたが、交通ルール

を守る、規則を守る習慣はこの幼児期に植え付けるのが最適ではないかと思

います。 

 識者、特に教育者の多い会員の前で、私の持論を話すのは恥ずかしいので

すが、丹精込めて育てます盆栽、今はやりのミニ盆栽ですが、わずか三寸（10

ｃｍ）足らずの樹木でも大木に負けない立派な容姿に育てられます。それは樹

幹が力強く根ざしている様から感じ取れることであり、上の樹形が如何に素晴

らしく作られてもその様は感じ取ることはできません。根株の張りを作り上げる

のが盆栽作りの一番大切な部分であり、その盆栽の一代を決定します。 

私は荒っぽく、まさにこの幼児教育こそが盆栽の根株作りではないかと考える

のですが如何でしょうか。 

 後になりましたが、座長の犬伏様はじめ団員の皆様方には、今後も益々のご

活躍をお願い致します。また［山口学園］におかれましても、幼児教育に日々

ご努力を頂いています事に感謝して御礼の言葉とし、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１８日（水）亀井ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問  於：くずはゴルフ場 12:40～ 例会後クラブ協議会 

●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） 

●２月２１日（金）地区大会合同研修会 於：大阪国際会議場 

    ～  

    ２２日（土）移動例会         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 



【もんぺ座 公演】 
２０１３．１１．２７(水) 於：くずは青葉幼稚園 

 

＜くずはＲＣゴルフ親睦大会報告＞  

 

  ＊日  時  2013年11月28日(木)   ＊場  所  琵琶湖カントリー倶楽部 

 

 今年度、最初のゴルフコンペを琵琶湖CCにて１１名

の参加により行いました。天候は、薄曇りで日中の温

度は１４℃温度程度でうす寒い日でした。コースは、

最高でコースに腕前が付いていかず、もっと練習をし

なければと思った。（幹事 高島） 

＜結果＞          

            ｱｳﾄ ｲﾝ ｸﾞﾛｽ HDCP  ネット 

優勝 高島会員   49  53  102    30    72.0 

２ 位 岡山会員   46  48    94   19.2  74.8 

３ 位 小北会員   49  41    90   14.4  75.6 

ニアピン賞     高島、岩本、小北（2ヵ所） 

 北川会長より今年度の協賛金を授与                                          

 公演用音響機 
当クラブ支援金によ

り購入されたもの 



ニコニコ箱 合計  \0 累計 ¥524,775 

○本日の配布物 

①1２月４日週報 

②新春祝賀例会とｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問例会のご案内 

③ロータリーの友12月号 

○本日の回覧版 

①12月例会出席確認表 

②５RCゴルフ会計報告書 

③IM出欠確認表 

④ガバナー月信12月号                   

○地区行事等出席予定                

12/14 交野RC30周年記念式典   北川、北村 

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 

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１８８７回例会出席報告（１１月２７日） 

総会員数 出席者 出席率 

54名 26名 53.06％ 

第１８８５回 例会補正後 出席率 78.85％ 

  メーク ７名  欠席 11名   除外 2名 

お客様 犬伏様 他5名（もんぺ座） 

   もんぺ座からのご寄付5,000円は 

                 「10万円貯まる本」に貯蓄しました！ 

 

 石原 裕次郎 

 

 

 

 

 

 

 今もって昭和の大スターといわれる石原裕次郎は、日活の大ス

ターであり、刑事ドラマのボス役でアクションスターとしても確立し

たポジションをとった大スターだった。幾度か大事故や動脈流破

裂など、生き死を彷徨ったが、奇跡の復活を果たした！しかし毎

日ビフテキを食べていたといわれる食生活は、徐々に癌が体を

蝕み、52歳という若さでこの世を去った。お墓は曹洞宗大本山の

神奈川県総持寺に建てられている。 

 広報委員長ヤマモトの世界話シリーズ その１６ 

  ＜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 

 

    ＊締切が過ぎておりますので 

     お早めにお申し込みください。 

 

  今年は大型イリュージョンマジックショーです！    


