
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 

●12:30開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●ロータリーソング 

 「奉仕の理想」 

●お客様紹介 

●幹事報告 

●委員会報告  

 ・出席状況報告他 

● その他  

 ・ニコニコBOX報告 

 

●39周年記念セレモニー 

 くす玉割り・鏡割り・乾杯 

 会長の時間 

 39年によせて（思い出） 

  1982-83会長 今中七郎会員 

           （チャーターメンバー） 

  1995-96会長 北村  隆会員 

  2000-01会長 平尾公介会員 

 手に手つないで 

 閉会の辞 

●１３：３０閉会の点鐘  
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原点回帰～ロータリーのきずなとともに
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（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 

6/19 

（水） 

・卓話 米田勉会員 

 

第１８６４回例会プログラム 
２０１３年５月２９日（水） くずはゴルフ場 

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

6 

5 ― 

１2 橘  会員 

19 西田 会員 

26 ― 

  

   ５月の花「ルピナス（昇藤）」 

 花言葉：いつも幸せ・母性愛・想像力・貪欲・ 

     多くの仲間・制覇 

古代ヨーロッパでは、この花を食べると血行がよくなり、

表情が明るく輝くので薬草として食していたといいます。

属名の「ルピナス」はラテン語の「ループス」で（狼）を意

味し、この花が荒れ地でも狼のようにたくましく生育する

ことを表しています。あるいはこの種子があまりにも苦い

ため、口に含んだ人が思わず悲しそうに顔をゆがめるの

で、ギリシャ語の「ルーペ（悲哀）」からという説もありま

す。 

                   ▲オスマン・トルコが東ローマ帝国を滅ぼす(1453)▲原

田孫七郎がフィリピンに到着(1592)▲東京に師範学校が開校(1872)▲東京でコレラ発

生。死者3万3784人(1882)▲コカ・コーラの初の広告、新聞に掲載(1886)▲麒麟ビール

発売(1888)▲国産初の電気機関車、走る(1928)▲日本軍アッツ島守備隊玉粋(1943)

▲英国登山隊のヒラリー隊員らがチョモランマに世界初登頂(1953)▲マリリン・モンロー

が、ケネディ大統領の45歳の誕生日パーティで ハッピーバースデイを歌う(1962)▲京

都に地下鉄開通(1981)▲市川猿之助、ヨーロッパで解説付き歌舞伎公演(1983)      

今日の歌 
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くずはロータリークラブ     

今年も創立記念日を皆様と

共に無事に迎えられた事を

何より心から嬉しく 

喜ばしい事であると感じて

います   原田武夫 

高島会長ご苦労さんでした 国際奉

仕理事として何も役に立てずお詫び

します 今後ともよろしく  

           藤原和彦 

クラブの創立記念日が初孫の誕生日と重なり

嬉しいかぎりです      上野 徹 

39周年よく頑張りました  

私は半分ですけど！今後とも一緒に

みんなで頑張りましょう  岩本昌治 

創立39周年記念例会出席できる

ことに感謝致します  

         三木 彰 

創立39周年誠に 

おめでとう存じます 

平成4年12月に入会させ

て頂いて早や20年が過

ぎました これからも

よろしくお願いいたし

ます    駕田 毅 
創立39周年記念例会の企画ありがとう

ございます 楽しみにしています 

          北川順清 
今後も楽しいクラブで 

あります様頑張って下

さい    初木賢司 

入会時の初心を忘れず元気で例会に出席して

ください  

  チャーターメンバー 今中七郎 

チャーターメンバー様に感謝  

歴史の重みに感動  

尊い足跡に敬意を表す  

40周年事業の成功に 

総力集結を！   山中 卓 

創立39周年記念例会が新たなキズナとなって

ロータリーよ永遠にと感じています 

              足立恒雄 

くずはモールの大改造に 

より名称も例会場も一新し 

再出発して数年、員数も充

実した我がクラブ活動に期

待します   金森市造 

全員の心を篭めての周年例会を慶び 

一層の健康と友好を誓いましょう！ 

          北村 隆 

・1974年5月30日 創立 

・スポンサー 枚方ロータリークラブ 

・チャーターメンバー 20名 

・特別代表 中嶋要造氏 

・初代会長 徳田正也氏 

1974年6月25日正式加盟承認 

1975年3月26日認証伝達式挙行     

               （右写真） 
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   39周年記念例会によせて  

 創立39年に当たり我々ロータリーアンは、地域密着の奉仕活動や各種事業を展開するに当たり、

常にクラブ設立の原点を忘れることなく歩んでまいりました。その過程ではクラブ内外の多くの

方々のお知恵やお力添えを戴き、様々な成果を残せた事に感謝の念を抱くとともに、「地域のきず

な」を強く感じられることは幸いです。 

 一方、メンバー個々人においては、日々携わる自分の事業において、短期間にあまりにも大きく

変化するゆえに、迷いや戸惑いを覚えることの多い時代の真っ只中にあります。 

 このような中で、我々は 個々の人の事業展開を進めるに当たり、知恵を出し合い協力しあって

いくことはもちろんのこと、次世代を担う人たちが力強く日々の活動を継続してもらえるよう、更

に力を結集していく必要があります。 

 今後もメンバーの皆さまと一緒に努力することをお約束するとともに、さらなるご協力、ご支援

をお願い申し上げます。                     会 長  高島叔孝 

39周年おめでとうございます  

創立された大先輩の方々に心より

感謝いたします  畠仲 聡 

おめでとうございます 私も6月で1年にな

ります ありがとうございます 森川正敏 

39周年記念まさにサンキュー周年ですね  

感謝の心を忘れずにこれからもロータリー

活動を精進します   川島吉博 

40周年目前にありがとう（39サンキュー）を

念頭に頑張っていきます   日野守之 

記念例会5月29日（水）創立39周年 

おめでとうございます  山本正夫 

創立39周年おめでとうございます 39年間ロータリアンとして地域貢献

にご尽力いただきました諸先輩方に

対して深く敬意を表します  

           木﨑信也 

 

くずはロータリークラブ創立39周年 

おめでとうございます 三九という字  

今まで築き上げていただきました諸先輩の

39年に感謝します      田中一眞 

創立39周年おめでとうございます。先人の

方々のお蔭で私もロータリー生活をさせて

頂いております。     山本一郎 

歴史ある「くずはロータリー」は

歴代の会長・役員・会員の努力の

賜物であります。今後も絆をより

大切に！！ 小西武夫 



 

２０１３年 クールビズ実施  

６月１日～９月３０日 

ロータリー徽章 着用 

 

 

２０１３年６月の 

 ロータリーレート １＄＝１００円 

 

○本日の配布物 

①5月２９日週報 

②創立39周年記念品 

○本日の回覧物 

・枚方交野交通安全協会報５月号 

○地区行事等出席報告 

5/28 IM3組会長幹事会           高島、畠仲 

 

○地区行事等出席予定           

6/1 次年度会員増強セミナー       北川、多田 

7/6 13-14年度第1回広報委員長会議   山本（一） 

7/20合同地区委員会             初木、國田 
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ニコニコ箱 合計 ￥4８,000 累計 ￥1,126,475 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊新しくなったニコニコBOXに            三木 彰 

＊誕生祝をいただきました              林 宏毅 

＊誕生祝を祝して                   白井博巳 

＊欠席のお詫びに                  森川正敏 

第１８６３回例会出席報告（５月２２日） 

総会員数 出席者 出席率 

５４名 ３０名 ６１．２２％ 

第１８60回 例会補正後 出席率 ７２．５５％ 

   メーク ９名  欠席 １４名   除外 ３名 

 

＜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  

          tel ８４６－３３３３ 

 ◆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 

       ※メークアップ扱いとなります 

 

 

＜新旧合同理事会のご案内＞ 

 ◆開催日時  ２０１３年６月５日（水） 

           １８：００～ 

 ◆開催場所  大家（おおや） 

          枚方市川原町11-18 ベルフォーレ1階 

          tel ０７２－８０４－００１２        

 ◆会   費  ５，０００円 

 ◆出 席 者     高島、原田、畠仲、川島、山口(伊)  

                       北川、今西、中村、多田、藤原、重田 

           上山、小北、日野、橘、三木、米田 

           嶋田、西田、木﨑 


