
今日の歌♪ 

   「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 

今後の予定 

３月：識字率向上月間 

●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  

 ・出席状況報告他 

●3分間スピーチ  小林正彦会員 

●卓話 「漆喰の不思議」 

  中村産業(株) 中村 勝 様 

  紹介者 日野守之ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長    

●  その他  ・ニコニコBOX報告 

●１３：３０閉会の点鐘  

●本日の会合 <定例理事会> 

 高島、原田、畠仲、川島、今西 

 北川、山口(伊)、藤原、多田、重田 

 中村、上山、西田 
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3/13 

(水) 

・移動例会 

 ひらかた仙亭 

 12:15～13:30 

・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 

4/6

(土) 

 

→4/3(水)を変更 

・春季家族例会 

 トロッコお花見・ 

 保津川下りツアー 

第１８５４回例会プログラム 
２０１３年３月６日（水） くずはゴルフ場 

卓話者 中村勝 様のプロフィール  昭和20年1月24日生 

 昭和42年 ㈱明治屋入社 

 昭和44年 実家の塗料販売店に従事 

 昭和52年6月18日 中村産業株式会社設立 

 以後約40年建築用塗料、一般産業用塗料、接着剤等販売を行う 

 7～8年前より漆喰を扱う 

 現在取扱いメーカー 関西ペイント(株)、日本ペイント(株)、神東塗料(株) 

               日本特殊塗料(株)、エスケー化研(株)、日本オスモ(株)等 

 約40年に亘り塗料を販売してきたが古くからの友人が10年ほど前に漆喰の塗料化・

工業化に成功し、当社も自己の塗料化された漆喰を当社のブランド商品として製造販

売を始めたところ永年販売してきた塗料と違って施工後色々な反応がユーザーからあ

り人間の健康に役に立ち、社会貢献ができる塗料で有る事が明確になった。 

おめでとうございます！ 

３月３月  祝入会記念日祝入会記念日  
  

 北村 隆会員(S54年) 

 金森市造会員(S61年) 

 國田欣吾会員(H11年) 

 上野 徹会員(H11年) 

 山口尚志会員(H11年) 

 稲田博旭会員(H20年) 

 中谷賀久会員(H20年) 

 多田利生会員(H20年) 

３月３月  祝お誕生日祝お誕生日  

 嶋田愛親会員（18日) 

 田中一眞会員（21日） 

 

 

 

 

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

3 

6 小林 会員 

13 岩本 会員 

20 春分の日 

27 原  会員 

4 

3 ― 

１0 稲田(博)会員 

１7 ― 

24 駕田 会員 
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 昨今は寒気厳しく気候不順のうちに、2月末

を迎えることとなりました。会員皆様には、十

分ご自愛のうえ例会のご出席によろしくご協

力のほどお願いいたします。 

 本日は、初木地区社会奉仕委員長から卓

話もありますので、当初私が予定しておりまし

たプログラムについての感想は、後日述べた

いと思います。本日「安全あんしんパトロー

ル」のプレートを配布しましたのでご活用下さ

い。 

会長の時間 

「社会奉仕活動について」  初木賢司 地区社会奉仕委員長         

卓  話 

 社会奉仕は、ロータリアンとして「超我の奉

仕」を自らが体感することができる絶好のチャ

ンスです。昨年度は、東日本大震災等による

復旧支援に各クラブとも力を注がれたことと思

いますが、今後復興に向かって被災地に何が

必要なのかを見極め、長期に亘る支援の在り

方を検討する必要があります。 

 一方、各クラブが奉仕活動の主体である地

元地域に対して根の張った活力ある奉仕活

動を実現できるように、より一層連結を密に活

動して参ります。各クラブにおける奉仕活動

が、より充実したものになるように活動内容を

再確認し、行動力があり、会員が魅力を感じる

ものにしていきたいと思います。そのために、

単独のクラブでの企画よりも、近隣クラブとの

合同企画の方がより効果的な場合があるな

ど、地区委員会として、その情報を他のクラブ

に情報発信したいと考えます。 

■クラブと地区の社会奉仕活動への参加  

 社会奉仕は、「ロータリーの心臓の鼓動」と

呼ばれることがあります。ロータリークラブの会

長は、多様化する地域社会のニーズにこたえ

るために、いろいろな分野の社会奉仕小委員

会にロータリアンを任命し、職業上の立場を活

かしつつ地域社会のニーズを調査・分析し、

他の団体と意見交換を行いながら、効果的な

社会奉仕活動に取り込むことが求められてい

ます。 

■社会奉仕の小委員会 

 プロジェクトの多様性を明確にするために、

次の四つの小委員会が考えられます。 

  １・人間尊重   ２・地域発展 

  ３・環境保全   ４・協同奉仕 

 社会奉仕委員会はクラブ会員に個人として

団体として各分野のプロジェクトを実施するよ

う1990年のＲＩ理事会にて推奨しています。 

■社会奉仕プロジェクトの範囲  

 社会奉仕プロジェクトが世界中の特徴を顕

示しています。 実際のところ他者に奉仕する

というロータリーの声価に影響を及ぼすのは

大抵社会奉仕プロジェクトです。    

 薬物濫用防止、識字率の向上、高齢者への

援助を始めとして病院、学校、その他の地域

施設の改善、改良、清掃及び再生利用キャン

ペーンにまで及びます。社会奉仕にはロータ

リーの提唱する組織、ローターアクト・クラブ、

インターアクト・クラブ、ロータリー地域社会共

同隊などの協同奉仕者との協力も含まれてい

ます。 

■社会奉仕の事例 

○人間尊重 

①社会的弱者への支援②保健、衛生、長寿

で健康③子育て支援④社会治安の向上  

⑤才能のある人の発掘、支援⑥災害に備える 

⑦文化交流で心豊かな人の育成 

○地域発展 

①産業育成②観光の街づくり③街並み整備 

○環境保全 

①山、野の植樹・森林の育成②歩行者天国  

社会奉仕活動について
RI2660地区 2012‐2013年度

社会奉仕委員会委員長 初木 賢司

くずはロータリークラブ （卓 話）

2013/02/27

本年度の活動方針

社会奉仕は、ロータリアンとして「超我の奉仕」を自らが体感することができる
絶好のチャンスです。

昨年度は、東日本大震災等による復旧支援に各クラブとも力を注がれたことと思いま
すが、今後復興に向かって被災地に何が必要なのかを見極め、長期に亘る支援の在
り方を検討する必要があります。

一方、各クラブが奉仕活動の主体である地元地域に対して根の張った活力あ
る奉仕活動を実現できるように、より一層連結を密に活動して参ります。

各クラブにおける奉仕活動が、より充実したものになるように活動内容を再確認し、
行動力があり、会員が魅力を感じるものにしていきたいと思います。
そのために、単独のクラブでの企画よりも、近隣クラブとの合同企画の方がより効果的

な場合があるなど、地区委員会として、その情報を他のクラブに情報発信したいと考え
ます。
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③クリーンエネルギー④河川の清掃・魚や蛍

の棲む清流 

○協同奉仕 

①街頭キャンペーン  ②国際交流 

■地区委員について 

 地区委員の総数は各年度のガバナー・エレ

クトが地区活動の状況に応じて決め（120名程

度）各クラブ会員数に応じて選出されます。各

クラブ1名、100名以上のクラブ＋3名、70名以

上100名未満のクラブ＋2名、50名以上70名

未満のクラブ＋1名）毎年10月頃には委員選

出の要請が行われますので各クラブにおいて

は予めクラブ理事会等での委員会への出向

者人選も重要です。 

 地区委員の任期はDLPに関する規定では3

年となっていますが、当地区では副委員長及

び委員長等を含め最長5年間迄認めていま

す。  

 各委員会は、クラブ奉仕・職業奉仕・社会奉

仕・新世代奉仕・国際奉仕・R財団・ 米山奨

学の7部門の下に17の委員会が設けられ、別

に危機管理委員会・災害支援プロジェクト委

員会があり合計19の委員会が設けられていま

す。 

＜広 報 本日配布の「ロータリーの友３月号」の紹介 ＞ 

■ＲＩ会長メッセージ 青少年交換が平和を築く ＲＩ会長 田中 作次 

■特集 東日本大震災 Ｐ５－１３ 

 「新地町を見つめて」  心は共に―多岐にわたる活動、震災復興へのさまざまなロータリアンの活動事例を紹介。   

 「あの日から…東日本大震災被災地からの報告」  希望の一本松の地・陸前高田ロータリークラブからの報告。 

 ■識字率向上月間  Ｐ１４－１６ 

 第２６８０地区がフィリピンで行った継続事業としての活動を紹介 フィリピンで根付くＣＬＥ方式授業 

 ■インタビュー 「ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を」 ロン･バートンＲＩ会長エレクト 

 ■ロータリー・アット・ワーク  

 会員の皆さまの投稿のページ各ロータリアン、各クラブの個性あふれる意見や活動を紹介しています。 

 （守口イブニングＲＣの記事が掲載されています。）  

  

   オレンジのバラ 花言葉：絆 

☆「わたしのきずな」    

     第２３回                日野 守之 会員 

 

    絆という言葉について、こんなに考えたことがなかったように思います。改めて、絆につい

て考えると様々な思い出が浮かび上がります。特に絆について感じたのは、嫁との出会いでし

た。 

男女の関係で一般的によく言われる言い方では、赤い糸で結ばれているという言い方もありますが、私たちの

出会いはまさにそのものであったように思います。結婚をする４年程前に初めて彼女と出会ったときのことです

が、ドキッとし、まわりがパッと明るくなり何かを感じたことを今でも鮮明に覚えております。それから４年の月日

が経ち、友人の紹介で彼女が目の前に現れたときにはビックリしました。その時に、目に見えない赤い糸の存

在を信じてしまい、初めて出会ったときの胸騒ぎの結末を感じました。その後結婚をし、新しい 

家族が生まれましたが、元はといえば彼女との出会いから生まれた絆から、家族の絆へ結び 

ついていったということです。 

これからも、人と人との出会いを大切にして行きたいと思います！！ 



第1７回枚方RC・くずはRC 

親睦ゴルフコンペのご案内 
■日時  ２０１３年３月２０日（水:祝日）  

       午前１０：０６スタート 

       （OUTO/IN同時スタート） 

■場所  交野カントリー倶楽部 

       交野市倉治2937 ℡072-892-1101 

■締切日 2013年3月5日(火) 

■その他 ①20名の参加要請があります 

      ②費用は後日連絡します 

      ③くずはRCゴルフ同好会コンペとWコンペ 

        とします          

○本日の配布物 

①３月６日週報 

②ロータリーの友3月号 

③グルメ同好会三九会のお知らせ 

○本日の回覧物 

①ガバナー月信３月号 

②3月１3日（水）移動例会出欠表 

○地区行事等出席報告 

2/26第5回 地区社会奉仕委員会         初木 

3/5 次年度FVP地区補助金審査会        初木 

○地区行事等出席予定           

3/7 本年度地区補助金最終報告会        初木 

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 

3/12次年度FVP地区補助金審査会        初木   

3/16 国際奉仕・WCS委員長会議        米田、西田 

3/23 会長エレクト・地区研修セミナー  

                       北川、初木、國田 

4/27次年度のための地区協議会 
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第１８５３回例会出席報告（２月２７日） 

総会員数 出席者 出席率 

５4名  ２５名 ５０．００％ 

第１８５０回 例会補正後 出席率 ８０．７７％ 

   メーク ７名  欠席 １０名  除外 ２名 

春季家族例会のご案内 

トロッコ列車お花見と保津川下り 

 ■日  時 ： ２０１３年４月６日（土）           

         8:30樟葉駅前 貸切バスにて移動 

         10:07トロッコ嵯峨駅発 

         11:00保津川下り 亀岡より乗船 

         12:30嵐山「瓣慶」にて昼食 

         15:30嵐山出発          

         16:30くずは駅前到着予定 

 ■集合場所： 京阪樟葉駅前 

         （後日参加者にお知らせします）  

 ■会  費 ： 後日お知らせします 

 ■締切日  ： 2013年3月22日（金）                 

 

移動例会のご案内 

 ■日 時 ：２０１３年３月１３日（水） １２：１５～１３：３０ 

 ■場 所 ：ひらかた仙亭２F       

 ■内 容 ：例会とフルート演奏会 北崎一恵様  

＜北﨑一恵様プロフィール＞ 

 国立音楽大学フルート専攻卒業。フルートを橋本量至、大

友太郎、高橋安治の各氏に師事。現在、各地音楽教室での

講師活動、フルートアンサンブルの指導、地元地域での音

楽活動 、そしてソロ・アンサンブルなどの演奏活動を行って

います。レギュラーのアンサンブル活動でもあるアンサンブ

ル・トリコロール（フルート・マンドリン・ギターのトリオ）では、

2008年「mirai  e 」CD をHOMARecords より リリース。 

また、全国各地でのボランティア演奏、高齢者の為の童謡唱

歌の講師活動も行っている。 


