
今日の歌♪ 

 「それでこそロータリー」 

どこで会っても  

やあと言おうよ 

 見つけた時にゃ  

おいと呼ぼうよ 

遠い時には  

手を振り合おうよ 

 それでこそ  

ローローロータリー 

今後の予定 

２月：世界理解月間 

●12:40開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●ロータリーソング 

  「それでこそロータリー」 

●お客様紹介 

●会長の時間 

●幹事報告 

●委員会報告  

 ・出席状況報告他 

●3分間スピーチ 今中七郎会員 

 

 

●卓話「なぜかまどで炊くご飯は 

     おいしいのか・・ 」 

   長谷製陶株式会社  

    営業部 左橋 次生 様    

    紹介者 中谷 賀久 会員 

●  その他  ・ニコニコBOX報告 

●１３：３０閉会の点鐘  

●本日の会合 

＜歴代会長会議＞11時～ 

 今中、足立、北村、平尾、藤原 

 金森、南、山中、宮田、駕田、岩本 

 山口（伊）、高島  
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月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

２ ２7 林（宏）会員 

3 

6 小林 会員 

13 岩本 会員 

20 春分の日 

27 原  会員 

原点回帰～ロータリーのきずなとともに
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2012-13年度高島会長テーマ 

 『                      

              』           

                                            

ハナナ（菜の花）は、花を楽しむためにヨーロッパで食用のチ

リメンハクサイから改良されたといわれ、古くは桃の節句にモ

モと一緒にひと組にして使う習わしがあり、現在でもその風習

が残っています。ナタネナ、アブラナ、ナバナとも呼ばれ、モ

モとともに早春を告げる季節の花として知られ、日本には「ナ

ノハナ（菜の花）」を題材とした詩歌が数々あります。英名は

「フィールド マスタード）」です。属名の「ブラシカ（Brassica）」

はラテン古名で「キャベツ」の意とされます。  

2/27 

（水） 

・卓話 

  

3/6 

（水） 

・卓話 「識字率向上 

 に因んで」  

 多田利生委員長 

・定例理事会 

3/13 

(水) 

・外部卓話 

・被選理事会 

3/20 

（祝） 

・春分の日 

・枚方RCとのゴルフ 

 コンペ交野ＣＣ 

3/27 

(水) 

・卓話 上野徹会員 

第１８５２回例会プログラム 
２０１３年２月２０日（水） くずはゴルフ場 

                   ▲出雲阿国が江戸で歌舞伎踊りを演じる(1607)▲

江戸両国で、生きた鯨の見せ物出現(1734)▲夏目漱石、文学博士号を辞退

(1911)▲東京、丸ビル完成(1923)▲第１回普通選挙。国税の納付額による選挙資

格を撤廃し、25歳以上の男子に 選挙権が認められ、この日の投票率は80%以上

(1928)▲プロレタリア作家の小林多喜二、築地署で虐殺される。31歳(1933)▲ナイ

ロン・ストッキング、初売り出し。ニューヨークでデュポン社が 発売(1939)▲ソ連が

歯舞・色丹・国後・択捉の４島をソ連領に編入すると宣言する(1946)▲東大ポポロ

事件(1952)▲アメリカで最初の有人宇宙飛行、成功(1962)▲ルバング島で小野田

元少尉を発見(1974)▲第11回青梅マラソン大会、1万710人が参加(1977)  

  

２月の花「ハナナ（菜の花）」 

 花言葉：快活さ・初々しい・豊かさ・元気いっぱい 

 

 

 

 

 

 

 



Page 2  『       

 

                              『原点回帰』 

 先週は国際奉仕とその歴史的軽緯をお話し

ました。本日は個々のロータリーアンの責務

について話します。 

 世界の紛争や戦争など有事の際には、国際

ロータリーは中立を守る立場にあり、当該国の

ロータリークラブとロータリーアンはそれぞれ

の国法を遵守しなければならず、これらの

国々の間では友情や親睦を築く事は困難に

なります。つまり世界の恒久的平和の推進を

願うロータリーの国際奉仕活動も有事の際に

は限界があるという矛盾もはらんでいるので

す。しかし、ロータリーアンは手続き要覧89頁

に記さいされている個々の１～9迄の責務を

忘れてはなりません。 

 愛国主義にとらわれず、自分が国際理解と

親善と平和を推進するという責務を共に負っ

ているものとみなすべきである。国家的または

人種的優越感によって行動しないようにすべ

きである。他国民と調和する共有の基盤を求

め、これを育成すべきである。理想、言論、集

会の自由、迫害と侵略からの解放、欠之と恐

怖からの解放を享受できるように、個人の自

由を守る法律と秩序を擁護すべきである。どこ

かが貧困であれば、全体の豊かさを危うくす

ると認識し、あらゆる国の人々の生活水準を

高めようとする行動を支援すべきである。 

 人類に対する正義の原則を高くかざすべき

である。この原則は基本であり、世界的なもの

でなければならないと認識すべきである。 

 国家間の平和を推進しようと常に務め、この

理想のためには個人的犠牲を払う覚悟をす

べきである。実践されれば、必ず豊かで充実

した人生をもたらす、倫理的・精神的基本水

準が存在すると認識しながら、国際親善の一

歩として、あらゆる他の人々の信念を理解す

る心をかき立て、これを実践すべきである。 

国家間の関係が緊迫しているところで活動や

プログラムを実施する場合には、適切な注意

を払うべきである。以上責務について話させ

て頂きました。 

会長の時間 

１．カタログに表示されている燃費と実走行 

 時の燃費の差 

①実走行時はｶﾀﾛｸﾞ表示数値の約70％くらい 

②なぜ？測定方法には、比較的単純な10.15

ﾓｰﾄﾞ」と、より実走行に近い「JC08ﾓｰﾄﾞ」があ

り、その測定差によるものと考えられる。2011

年以降は「JC08ﾓｰﾄﾞ」での測定が主流となっ

ているが、未だ徹底はされていない。また、測

定時はエアコンやその他の電装品が一切不

使用の状態で計測されている。 

２．エコタイヤとは？ 

 タイヤでエネルギーを失うのは、空気抵抗

以外に路面の摩擦と車体の重みによる扁平

が挙げられる。この変形を減らし転がり抵抗を

小さくするためには、ゴムの改良が不可欠で

あった。改良を重ねた結果、シリカ（二酸化ケ

イ素）をゴムに配合することで品質は飛躍的

に向上し、グリップ力を落とすことなく転がり抵

抗を下げた新商品が出来上がった。エコタイ

ヤを使用すると、燃費は1.4～5.0％向上する

と言われている。 

３．大型バスの自動ブレーキの義務化 

 関越自動車道のバス事故を受け、国土交通

省は衝突前に自動でブレーキを掛ける装置

を装備することを2014年以降義務化すると発

表した。呼称『衝突被害軽減ブレーキ』 

①衝突の危険が高まると、衝突の2.2秒前に

警報で運転者に知らせる。 

②それでもブレーキ操作がなされなかった場

合、0.8秒後に自動的にブレーキが掛かる。 

③しかし、停車することはなく速度を20ｋｍ/ｈ

程度まで減速させるにとどまるため、あくまで

も被害の軽減を図るのが目的である。クルマ

を停止させてしまうと、二次事故、三次事故に

つながる可能性が高まるためである。 

                       以上 

卓  話 

「自動車のなぜ？？」     南 武 会員 
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委嘱状伝達 

國田会員に13-14年度地区職業奉仕委員の委嘱状が手渡されました 

☆「家族のきずな」    

     第２２回            米田 勉  会員 

 

   私の家族構成は、家族4人で、妻・長男・次男・そして私で構成しております。 

 私は、ロータリークラブの皆様には、野球の話をよくさせてもらっています。 

次男が小学1年生から高校3年生（現在）まで、１２年間共に野球を通じて歩んで

きました。また、このあとも大学でも野球を続けるみたいです。そんな事もありまし

て、野球好きが余計野球好きになったような気がします。次男とは、野球を通して

強い「きずな」ができたんじゃないかと思います。 

 また、私には長男がおりまして、幼少の頃は小学1年生からボーイスカウトの小

さい版でカブスカウトに入っておりました。その頃長男が通っている小学校では

カブスカウトがはやっており、いつの間にか入会している感じでした。私はその当

時、仕事がいっぱいいっぱいで、ほとんど長男を妻に任せた状態でした。 

 私にとってはカブスカウトは興味が無く、次男と家で留守番をしていた記憶がございます。長男が小学６年生に

なってもカブスカウトを続けておりましたので、私は暇を見つけては、公園でキャッチボール・ノックをして「よし、これ

なら少し遅いが中学生になったら野球部に入れよう！！」と、少し楽しみに思っておりました。 

 ところが、中学生になったある日、妻に「僕テニス部に入ろうと思っているねんけど、父さん怒るかな？」妻は「そん

な事無いよ！自分の好きな事をしなさい」と言ったみたいでした。私も長男に対して涙を呑んで了承しました。そんな

頃次男が小学1年生でしたので、訳わからないうちに少年野球チームに入れてしまいました。（次男も今は感謝して

おります） 

 長男は中学1年生から大学までテニスを続けました。私は野球を教えてもテニスは教えられないので寂しい思いを

ずっとしていました。そんな長男が、大学4年の夏に「俺、父さんの会社に入りたいねん」と言い出しました。私は長男

に「どこか就職しなさい」と何度も言いましたが、根負けして「どうしても父さんの所に来たかったら、お願いします、や

ろ！」と言ったら、長男は「宜しくお願いします」と私に頭を下げまし

た。 

 そんな長男も、私の会社に入り、2年が経ちます。 

 私が社員に対して目が行き届かない所も、少しは

長男なりに報告があります。私のやっていきたい所

だけを長男に継承できればと思っております。長男

に対してのきずなは日々大きくなっているような気

がします。 

   次男の東山高校野球部 

     長男                    家族一同 



 

 

２０１３年２月の 

 ロータリーレート １＄＝８８円 

 

○本日の配布物 

①2月20日週報 

②卓話資料 （中谷会員） 

○本日の回覧物 

・2013-14年度ロータリー手帳申込書 

○地区行事等出席報告 

2/19第3回ＩＭ3組幹事会               畠仲  

○地区行事等出席予定           

2/23FVP補助金管理セミナー    北川、原田、國田      

2/24米山修了生歓送会                橘 

3/9 職業奉仕正副委員長会議  國田、中村、米田 

3/9 社会奉仕委員長会議         初木、多田       

3/16 国際奉仕・WCS委員長会議     米田、西田 
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＊誕生祝を頂いたお礼と面白くない卓話のお詫びに 

                            南   武 

*世界理解の卓話をさせて頂きましたが 

 理解できなかったと思います         藤原和彦 

第１８５１回例会出席報告（２月１３日） 

総会員数 出席者 出席率 

５4名  36名 70.59％ 

第１８４８回 例会補正後 出席率 ８０．００％ 

   メーク 8名  欠席 10名  除外 4名 

    2012～13年度 ２月度理事会通信    

〇報告事項 

①春季家族例会日程変更の件 

   4月20日(土) ⇒ 4月6日(土) 

②GSE受入の件（4/8～4/14）  

 4月にドイツルクセンブルグより5名が来阪  

 当クラブは4/12職業研修を担当（28歳男性建築業） 

③春の交通安全啓蒙活動の件 

 4/5（金）パレード、4/8(月)早朝啓蒙グッズ配布7:30～ 

④枚方RCとのゴルフコンペの件 

 3/20（水、祝日）ｽﾀｰﾄ時間10:06（in/out） 交野ＣＣ 

 参加費7千円 

○審議事項 

①2013年米山奨学生受入の件             承認 

②仙台空港をバナーで埋め尽くし被災者を見守るﾌﾟﾛｼﾞｪｸト 

 と仙台空港ﾓﾆｭﾒﾝ建立ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの件 

 当クラブバナーを郵送、支援金一口1万円を送金 承認 

③ミュージックバトル協賛の件          協賛しない 

               （2月13日例会幹事報告で報告済） 

 

第2回情報集会のご案内 

 ・日  時 ： ２０１３年２月２０日（水） 

          開会１８：３０～ 

 ・場  所 ： ひらかた仙亭       

 ・内  容 ： 地区活動状況について報告と解説 

                    初木賢司 地区社会奉仕委員長 

          國田欣吾 地区職業奉仕委員 

 ・会  費 ： ５，０００円・ 


