
今日の歌♪ 

 「四つのテスト」 

真実か どうか 

みんなに 公平か 

好意と友情を 

深めるか 

みんなのために 

なるかどうか 

 

 

今後の予定 

●12:４０開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●ロータリーソング 

 「四つのテスト」 

●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 

●クラブ協議会 

 新旧合同委員会 

●その他 ・ニコニコBOX報告 

●１３：３０閉会の点鐘  

●本日の会合 

 ＜被選理事会＞ 

 北川、原田、高島、小北、日野 

 三木、橘、山口（伊）、嶋田、米田 

 木﨑、西田  
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5/22 

（水） 

・クラブフォーラム 
 地区協議会出席報告 

 次年度役員 

・第２回研修会 

 入会3年未満会員 

5/29 

（水） 

・創立３９年記念例会 

・第３回情報集会 

6/5 

（水） 

・卓話 

   岩本昌治会員 

・新旧合同理事会 

 於：大家 18時～ 

6/12 

（水） 

・卓話 

 国土交通省近畿地 

 方整備局 企画部 

 技術企画官 

  岡 良 様 

・被選理事会 

第１８６２回例会プログラム 
２０１３年５月１５日（水） くずはゴルフ場 

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

5 
22 ― 

29 木﨑 会員 

6 

5 ― 

１2 橘  会員 

19 西田 会員 

26 ― 

                   ▲水野忠邦が天保改革を行うと宣言(1841)▲上野彰義

隊の戦い(1868)▲アメリカ初のプロ野球チーム誕生(1869)▲アメリカ、ボーイング空中

輸送が女性スチュワーデスによる機内サービスを 始める(1930)▲犬養首相射殺。５・

１５事件(1932)▲女性専用おしゃれ煙草「麗」、発売(1932)▲初のナイロン製靴下が全

米で発売(1940)▲英国、クリスマス島で第１回水爆実験(1957)▲沖縄本土復帰(1972)

▲セブンイレブン、日本の１号店、豊洲に(1974)▲Ｊリーグ開幕。初代王者はヴェル

ディ川崎(1993)  

  

   ５月の花「オダマキ（苧環）  」 

 花言葉：必ず手に入れる・勝利・素直 

英名は「columbine（コランバイン）」「鳩のような」の意

で、つぼみが鳩に似ているからとされ、フランスでは「聖

母の手袋」と呼ばれます。またライオンが好んで食べる

草、あるいはギザギザの葉がライオンの歯に似ることか

ら、以前は「ライオン草」と呼ばれていたこともあったそう

です。  
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 本日は連休の谷間で、出席率への影響が懸

念されます。 

 さて、松下幸之助氏に関し読書によって知り

得た事をお話します。 

 聞き上手と言う事は皆さんが今後、はじめに

なるお仕事のうえにひじょうに大事な事であると

思います。話し上手も非常に大事であります。 

しかし、話し上手よりも聞き上手の方がさらに大

したもんだと言う事を昔の人が言っています。

静かに考えてみると、私も本当にそうだと感じて

います。人が色々な話をされる、それを心を込

めてなるほどそうですかというようによく聞いて

あげる。 

 すると話し相手は話がいがあるので面白い。

ますます熱を入れて話をする。そのうちには非

常にいい話が飛び出すものであります。 

 そのいい話をキャッチしていくところに、聞き

上手の非常にプラスがあると思います。話し上

手も非常に大事であります。けれども話し上手

は自分の持っているものを相手に与えるだけで

あります。相手から吸収するものがないことを考

えてみますと、話し上手もなるほど結構でありま

すが、聞き上手はさら処世の上に大事なもんで

あるという昔の人の教えは非常に味わってみる

必要があろうかと思うのです。 

 

 自問自答 

 ・話すだけではしぼんでしまう 

 ・話す、聞く、そこからチャンスをつかむ 

 ・しぼませないで、ふくらませていく 

会長の時間 

「日本航空 再上場で思う事」 

 株式会社 経営ステーション京都 田村繁和 様 

卓  話 

それでもうまくいかないので、そのプランをみん

なの前で発表してもらうことにしました。前月はこ

うでしたが２分、今月はこうしてお金を残します

が８分で、各人が発表していきます。 

 この経営会議が日本航空再上場の経営会議

なのです。小さな会社でもできます。 

 この会議により、社員全員が利益に向って走り

出し、社員も社長も幸せになってもらいたいと

思っております。 

 

 

 

 日本航空が再上場しました。政党をからめて、

いろんな意見がありますが、私は純粋に考えて

「すごいなあ」と思っております。 

 私は、監査役として４年間京セラにお世話にな

りました。その間、日本航空が再上場のために

行った経営会議と同様の会議にも、毎月出席さ

せていただきました。 

 実際に体験しておられない皆様方は、さも難し

い経営会議を行っているのでは？と思われる方

が多いようです。しかし、そうではありません。家

計を束ねる奥様がやっておられることなのです。 

 レジメの星野家の家計簿を見て下さい。 

６６，３１８円の赤字なので、奥さんが経費節約を

訴えています。夫も子供も言う事を聞かないの

で、３つのことを実行しました。一つ目は、家族ご

とに家計簿を分けました。 

 それでもうまくいかないので、来月どうするのか

という改善プランを作ってもらうことにしました。 
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＜第３回情報集会のご案内＞ 

 ◆開催日時  2013年5月29日（水） 

           受付18:00～ 開会18:30～ 

 ◆開催場所  ひらかた仙亭 

          枚方市大垣内3-1-20 tel846-3333 

 ◆内   容  「クラブ事業見直し報告と解説」         

           高島 叔孝 会長、畠仲 聡 幹事           

 ◆会   費  ５，０００円 

 ◆締切り日   5月22日（水） 

          ※メークアップ扱いとなります 

     オレンジのバラ 花言葉：絆 

☆「わたしにとってのきずな」    

  第２８回                 林 宏毅  会員 

 

 私は、生まれてから、気づいたときには枚方にいたのである。ここが、私の原風景であり、この地域を基本としてい

ろんなことをイメージすることになってしまっている。 

 たとえば、私が通った当時の小学校は、一年生は４クラスで４０人程度、これが私の普通のひとつである。だから、

今年、私の母校である小学校に入学した息子の、一学年９０人を切っていて３クラスしかないと聞くと、そんなんでい

いのか？と考えてしまうのである。（そんなんで悪いはずもないのだ。） 

 今から考えると当時の大人たちが作っていたもののうえに私は厄介になっていたのである。校舎を新しくしようと

か、駅を大きくしようとか、まつりをどうやって運営していこうとか、そういう物事を作っていこうとする方々の労力の結

果、恩恵を受けながら生活させていただいているのである。 

 残念ながら、通学した高校はなくなってしまったが、跡地はスポーツ施設として生まれ変わっているらしい。（今年

はそこで日本拳法の大会も開催される予定であり、久しぶりにその体育館で運動することになるのだろう。楽しみで

ある。） 

 地域とは、私にとって数多くの『普通』を体験し学習させてもらったところである。自分の子供たち

が抱く原風景もここなのであるから、私はこの地域を大事にしたいと思う。緩くかもしれないが、確

実に結ばれていると感じている。 

＜創立39周年記念例会のご案内＞ 

 ◆開催日時  2013年5月29日（水） 

           12:00～ お食事（レストラン） 

           12:30～ 例会開始       

 ◆開催場所  くずはゴルフ場 例会場   

 ◆その他   欠席の方は 

                      5月27日（月）午後5時までに 

          事務局までご連絡ください。 

           

  

おめでとうございます 

５月入会祝 嶋田愛親 会員   ５月誕生日祝 駕田 毅 会員   ５月誕生日祝 原 正和 会員   ５月誕生日祝 橘 喜久夫 会員 



 

 

２０１３年５月の 

 ロータリーレート １＄＝９８円 

○本日の配布物 

①5月15日週報 

②春季家族会参加費請求書 

③13-14ロータリー手帳（希望者のみ） 

○本日の回覧物 

・2012-13秋の上級ライラ報告書 

○地区行事等出席報告 

5/10社会を明るくする運動実施委員会     高島 

5/11新世代新旧正副委員長会議     木﨑、白井 

○地区行事等出席予定           

5/28 IM3組会長幹事会           高島、畠仲 

6/1 次年度会員増強セミナー       北川、多田 
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ニコニコ箱 合計 ￥55,000 累計 ￥1,038,475 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊妻と42年目に突入します。41年前にハワイにて 

 結婚しました。あの時を想い出して心を新たにして 

 のちを生きていきます。              岩本昌治 

＊今までのお詫びとして              田中一眞 

    2012～13年度 ５月度理事会通信    

 

 

○報告事項 

①第2回研修会開催の件 

     5/22 13:35～ 例会場 入会3年未満会員対象 

②第3回情報集会開催の件 

     5/29 １8:30～仙亭  案内は本日配布済  

③新旧合同理事会開催の件 

     6/5(水)18時～大家  案内は本日配布済  

④創立記念例会開催の件 

     5/29(水) 12:00～食事 12:30～例会 

⑤枚方ボランティア出向の件 

    北川次年度で出向者決定 候補は稲田（旭）会員  

○協議事項  

①プロジェクター・ノートパソコン購入の件 

    金額の詳細は幹事に一任         承認 

②ガイドイヤホンの件 

  ガイドイヤホン、子機２台購入         承認      

③社協出向の件 

  畠仲氏留任とする                承認     

④社協だより広告の件 

  6月と１２月の2回掲載 （本・次年度会長名を記載） 

⑤春季家族例会収支報告書の件  

 行程変更により3,900円を出席会員にのみ返却 承認 

○追認事項  

①クールビズついて 

  6月の例会より実施 期間 ６～９月  

  ロータリーの徽章 （バッジ）の着用   

②もんぺ座支援の件 

   舞台装置及び放送機材購入費支援     承認 

 

第１８６１回例会出席報告（５月１日） 

総会員数 出席者 出席率 

５４名  ３０名 ６１．２２％ 

第１８５８回 例会補正後 出席率 ７６．４７％ 

   メーク ４名  欠席 １２名   除外 ３名 

お客様 田村繁和様 （㈱経営ｽﾃｰｼｮﾝ京都） 


