
   「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 

６月：親睦活動月間 

●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 

●会長の時間 

●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 

 

●皆出席表彰 

 ・下期皆出席 

 ・本年度皆出席 

 ・ 〃  ホーム皆出席  

●退会挨拶  山本会員・小西会員 

●退任挨拶  高島会長 原田副会長  

           畠仲幹事 川島SAA 

●手に手つないで 

●１３：３０閉会の点鐘 

●本日の会合＜40周年準備委員会＞ 

  南、岩本、宮田、駕田、山口(伊) 

  原田 
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(水) 

・13-14年度初例会 

・就任挨拶 

 会長、副会長 

 幹事、ＳＡＡ 

・プログラム発表 

・第1回定例理事会 

 及びクラブ協議会 

7/10 

(水) 

・理事就任挨拶 

 (5大奉仕、CLP) 

・クラブ奉仕委員会 

7/17 

(水) 

仙亭 

・移動例会 

・クラブ全員協議会 

 決算予算審議 

 

第１８６８回例会プログラム 
２０１３年６月２６日（水） くずはゴルフ場 

今日の歌 

           役員の皆様、一年間お疲れ様でした 
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 梅雨もいよいよ本格化し、本日はひどくなり

そうな雨が懸念されます。 

 本日はおなじみのもんぺ座からお越しいた

だき、良きお土産としてお菓子と図書（500円

硬貨によって10万円貯まる本）を頂戴しました

ので500円貨をお持ちの節には是非貯金に

精出し、ご協力下さるようお願いいたします。 

 次にJR長尾駅の改装に伴い、かつて当クラ

ブでは故嶋中会員御在籍当時、クラブ創立

会長の時間 

ご 挨 拶 

 昭和55年、枚方青年会議所を母体に発足、

幼児向け人形劇に努めて参りましたところ、3

年前からは貴クラブの温かいご友情をいただ

き、感謝しています。今後はこのご支援に応

15周年記念行事として建立しました王仁塚を

中心としての近隣案内図看板を撤去しまし

た。来年3月完成予定の時期を迎えます。こ

れを目途に当クラブでは時計台を贈呈する計

画を樹てています。 

 最後に、RI国際大会がポルトガルにおいて

開始されますが、当地区では香里RCの西村

会員が出席の予定と承っています。 

えるため、一層励んで

行く所存ですから何

卒よろしくお願いいた

します。 

もんぺ座 座長 犬伏和江 様 

卓  話 

「雑学ウラ事情」      米田 勉 会員 

○選挙速報… 

 なぜ開票率１％でも「当選確実」が出る？ 

当選確実は各テレビ局の独自の判断によるも

ので事前に世論調査をして候補者の票読み

を行う他、市町村レベルでの選挙管理事務所

への取材、投票所での出口調査などを総合

して判断を早めに出すのであるが、それはあ

くまでも予測であるため、どんでん返しが起こ

ることもある。 

○なぜスポーツ選手の年俸には必ず「推 

 定」とつくの？ 

 正式発表された数字ではなくあくまでも各新

聞社が記者会見でのインタビューから独自に

割出した数字である。公表しない理由として

他の選手が契約更改の交渉材料に使う懸念

が大きいため。 

○新聞記事で…日本人の事を「邦人」と書 

 くワケは？ 

 広辞苑でも「邦人」の意味は「外国にいる日

本人」と説明されているが「邦人」の本来の意

味は自国の人(日本人)をさしていた。外国に

いるかいないかは関係なく、日本人はみな

「邦人」だった。外務省の調査や新聞社の紙

面の都合ではじまった「邦人」の使用例が定

着してしまい、元々の意味に比べれば限定的

な意味になった。 

○大相撲がNHKでしか放送されない意外 

 な背景 

 過去には民放でも中継されていたが相撲人

気が下降し視聴率が下がると、民放各局は相

撲中継を打ち切ってしまった。そんななか

NHK一局だけが放送することになり今でも中

継を続けている。民放ほど視聴率に左右され

ないからこそ、大相撲とNHKの関係が築かれ

たのだ。 

○「全米ナンバーワン」の映画がやけに多 

 いのはなぜ？ 

 映画館のポスターやCMなどで「全米ナン

バーワンの大ヒット作！」などのうたい文句は

アメリカのボックスオフィスという会社が調査し

ているアメリカ国内での週間興行収入のラン

キングが反映されたもの。つまり、年間のナン

バーワンではなく、たった1週間だけのナン

バーワンの可能性がある。 
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  会長を務めた１年間をふり返って 

 私は会長の役をお受けして「原点回帰」“ロータリー

のきずなとともに”というテーマの下、親睦、会員と会

員とのつながりを、中心に事業を考えてきました、 

多様な職種・事業に携わる会員の下、事業を進めて

行く中むずかしい局面もあり対応に苦慮する時も有り

ましたが、そんな時に、執行部、事務局の皆さんと相

談して運営することを心がけました。 

 例会の出席者数が少ない時などは、私の運営の

つたなさが原因ではないかと心を痛めたこともありま

す。しかし、クラブの楽しさ、難しさ、それを解決した時

の安堵、これこそが会長としての喜びであると感じまし

た。例会は月に一度、外部卓話など新鮮を考えまん

ねり化をさけるよう考えてきました。私の日常はクラブが

主となり、自分自身の日常生活が従となり、これほど

までに私の心を捉えたロータリークラブとは一体何で

あるのかと思い返すとき、自分の責任感を少しは分か

つた様に思います。ロータリークラブの素晴らしい理

念と行動は、個々人の信条や生活感を超えたものと

して存在しているのです。 

 今後も私は、社会奉仕に尽力することで、ロータ

リークラブとの関わりを深くしていくことが出来れば幸い

です。次年度役員さんには、それぞれ携わっておられ

る事業に多忙であることと存じますが、会員との皆さ

んと融和をはかり、会員地域との交流を深めて頂きた

いと思います。1年間、執行部・事務局の皆さん、ま

た会員の方々の協力により役を全う出来た事を感謝 

   し御礼申し上げます。    高島 叔孝 

        

  本日無事最終例会を迎えることが出来ました 

ことは、会員皆々様のお力添えによるものと心より御

礼申し上げます。 

 私は歴代幹事を務められた方々のように豊富な 

知識、知恵、経験もなく 

「はたして皆さんの役に立てるのだろうか？」 

「私に出来ることは一体何があるのだろうか」 

などなど日々模索をくりかえし、皆々様にはご不便ご

迷惑をかけながらの一年であったと深く反省しており

ます。しかしそんな中でも温かい目で見守っていただ

き、その上ご指導ご鞭撻を賜りましたことに衷心より感

謝申し上げます。本当に有難うございました。今後と 

 も何卒宜しくお願い申し上げます。畠仲  聡 

 会長のテーマである「原点回帰～ロータリーの

きずなとともに～」でスタートを切り、本日最終日と

なりました。一年間無事に終えられたのも皆様の

ご協力ご支援の賜物と感謝いたしております。 

 クラブ奉仕委員長を仰せつかり、退会防止に

努めましたが、力不足で止める事が出来ず残念

に思っています。 

 今後も出席率を高め、親睦と友情の絆が深ま

るよう努力していきたいと思います。 

 一年間ありがとうございました。  原田 武夫 

  私は、今期SAAを務めさせていただき多くの学びを得ました。特に会長、幹事、副会長をはじめとする役員

の皆様が本当にロータリークラブに対して真摯に取り組んでおられることを目の当たりにできたことは得難い経

験でした。そして毎回ホームクラブに出席して会員の皆様と接する中で、先輩会員の皆様からいただいた助

言は、「なるほど」とロータリークラブに対してその都度理解が深まりました。不慣れゆえ、SAAの仕事には反省

すべき点は多々ありますが、その点はご容赦いただきたくお願いいたします。  

 私が1年間どうにか職務を遂行できたのは、見守っていただいた会長、幹事、副会長、会員諸兄のおかげ

と感謝しています。また、親睦委員の方々と事務局には実務面で大変助けていただきました。この場を借りて

御礼申し上げます。本当に、有難うございました。                    川島 吉博  



○本日の配布物 

①６月26日週報 

○本日の回覧版 

・山本(正)会員、小西会員へ贈るバナー 

○地区行事等出席予定           

6/29 第9回地区職業奉仕委員会         國田 

7/2 社会を明るくする運動街頭パレード・式典 

                  原田、北川、岩本、高島 

7/6 13-14年度第1回広報委員長会議   山本（一） 

7/9 枚方RC 新年度ご挨拶         北川、日野 

7/11交野RC 新年度ご挨拶          北川、日野 

7/20合同地区委員会              初木、國田 

7/27米山奨学委員長会議及びカウンセラー研修会 

○メークアップ 

 平尾会員 ６/20  交野RC 
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＊高島会長以下役員の方々ご苦労様でした 

                            金森市造 

＊6月12日近畿地方整備局技術企画官岡良様の 

 大阪湾再生取組を聞かせて頂いたお礼と 

 17年間会員の皆様お世話になりました 

                            山本正夫 

＊皆出席とビール友に加えて頂いた喜びに 

                            上野  徹 

＊6月26日最終例会に出席できないお詫びに 

                            原 正和 

第１８６７回例会出席報告（６月１９日） 

総会員数 出席者 出席率 

５４名 ３４名 ６６．６７％ 

第１８6４回 例会補正後 出席率 ７６．００％ 

   メーク １名  欠席 １２名   除外 ４名 

 お客様   犬伏 和江  様（もんぺ座 座長） 

３分間スピーチ 

「グローバル化」について    西田 英夫 会員 

 近年、自動車の海外生産が進むなか、弊社もタイ国に工

場を立ち上げました。その関係で小職は、２か月に１回、２

週間のペースで現地に赴いています。そして現地のスタッ

フと共に仕事をして行く中で、彼らの気質や習慣を目の当

たりにすると、色々と考えさせられることがあり、その一つを

紹介させて頂きます。 

 さて、多くの日本人が抱くタイ人のイメージは「雇用条件

の良い会社があれば、すぐに転職してしまう」「言われたこ

と、指示されたことしかしない」「仕事が遅い」と言ったネガ

ティブな内容が多いです。確かに当てはまる事例も多いで

すが、日本人であっても程度の差はあれ、同じような人も

沢山います。つまり、日本人だから優秀、タイ人だから劣る

と言ったことは、一概に当てはまらないと考えます。むしろ

タイ人は、かつて日本人が持っていて、今は忘れてしまっ

た意識を強く持っています。それは「ハングリー精神」で

す。 

 彼らは「少しでも収入を上げて良い生活をしたい」と考え

行動し、自らのスキル・キャリアを上げるため全力で走って

いる人々が沢山いて、立ち止まっている日本人、言い訳ば

かりしている日本人、ゆっくり歩いている日本人は、追いつ

かれ追い越されて行きます。航空網やインターネットを始

めとする情報網の発達、世界的に整備されたインフラな

ど、地球がどんどん小さくなり、変化のスピードもとてつもな

く速くなりました。 

 「グローバル化の時代」と言われて久しいですが、その意

味の一つに「国際競争の激化、しいては個人の競争の激

化」が言えると考えます。格差社会が問題となっています

が、これは日本だけの問題ではなく、グローバル化の流れ

の中では必然であり、避けては通れない道であるように思

われます。「本当に厳しい世の中だな…」帰国途中の飛行

機の中でしみじみ考えさせられました。 


