
今日の 「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 

●12：４０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 

 木﨑信也 会員 

●卓話「 近気になっている事」  

    岩本昌治 会員 

●その他  

 ・ニコニコBOX報告 

●１３：３０閉会の点鐘  

●本日の会合 

 ＜新旧合同理事会＞ 

 大家 18:00～ 

 高島、原田、畠仲、川島、山口(伊)  
 北川、中村、藤原、重田、上山 

 小北、日野、橘、米田、嶋田、木﨑 
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原点回帰～ロータリーのきずなとともに

2012-13年度 第4４号 

2012-13年度高島会長テーマ 

 『                      

              』           

                                            

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 

 

6/26 

(水) 

・ 終例会 

退任挨拶 

 会長、副会長 

 幹事、ＳＡＡ 

第１８６５回例会プログラム 
２０１３年６月５日（水） くずはゴルフ場 

おめでとうございます！ 

６月６月  祝入会記念日祝入会記念日  
  

 白井博巳会員(Ｈ２４年) 

  

６月６月  祝お誕生日祝お誕生日  

 藤原和彦会員（15日) 

    

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

6 

１2 橘  会員 

19 西田 会員 

26 ― 

  

 ６月の花「スカシユリ（透百合） 」 

 花言葉：注目を浴びる・飾らぬ美・神秘的な美 

咲き終えた花がらは早めに摘み取り、実を結ばせないよ

うにします。ふやし方は球根から鱗片を１枚ずつはがし

てバーミキュライトに挿すか、球根から伸びた茎の地下

部にできる木子（きご）や地上部にできる珠芽（むかご）

をはずしてふやします。  

今日の歌 
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 本日は当クラブ創立39周年の例会に臨み、皆様方の新

しい記憶として残していただければ幸いです。 

 1975年、徳田正也故会長のとき発足しました当クラブの

周年記念日に当り考えましたことを本日配布しました週報

に掲載しましたのでご高覧下さい。 

会長挨拶 

 手続き要覧はロータリークラブの憲法であります。

条文は必要に応じて替えていくものですから是非、

皆様方のご購読をお願いいたします。 

39年によせて 平尾会員 39年によせて 北村会員 

 くずはロータリークラブと改称されましたが嘗ての枚方‐

くずはロータリークラブに入会しましたのは34年前の1979

年(昭和54年)、クラブ創立5年目の年でありました。ただ

今、お元気でご活躍中の今中・足立両会員には格別お

世話になり心強く思っております。入会時ご指導を頂い

た諸先輩の多くは既にあの世へと旅立たれてしまい、哀

悼の念に絶えません。 

 以来、変遷は著しく光陰の早さを痛感しております。現

在の私など多年在籍者の責もあるかと思いますが、この

頃感じておりますことを２～３申し述べます。 

 第一は出席率の向上が目立たないのでこれを改めるた

めに具体的な対策を検討すること。中でも新しく入会者

を迎える際の約束を堅くするとともに常に関心をもって出

席を要請する必要があると思われます。 

 第二には年度毎に取極められた課題、本年度は「絆」

について、会員として必ず自己表示に努めて頂きたいこ

と。本年度末も近づくので、未投稿の会員からは電話等

による短文の口述記録でも試みては如何と考えられま

す。 



 

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 

 

第１８６４回例会出席報告（５月２９日） 

総会員数 出席者 出席率 

５４名 ３７名 ７２．５５％ 

第１８6１回 例会補正後 出席率 78.43％ 

   メーク 10名  欠席 11名   除外 3名 
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本日の卓話資料 

 

■ポツダム宣言 

六、連合国は無責任な軍国主義が世界より追い払われるまでは平和・安全及び正義のある新秩序が出来上 

  がらないと主張しているので、日本国の国民をだまし国民を世界征服に動員しようとし、その誤りを犯させ 

  た者の権力や勢力は永久に取り除かなければならない。 

八、「カイロ」宣言の条項は実行されなければならぬ。日本国の主権は、本州、北海道、九州及び四国と、連合 

  国が決定する諸小島に局限される。 

九、日本国の軍隊は完全に武装解除された後、兵士はそれぞれの家庭に帰り、平和で生産的な生活を営む 

  機会が得られるであろう。 

十、連合国は日本人を民族として奴隷のようにし…連合国の捕虜を虐待した者を含むすべての戦争犯罪人 

  に対して、厳重な処罰を加えることとする。日本国政府は日本国民の間に民主主義的傾向が復活・強化 

  するためのすべての生涯を取り除くこととする。言動・宗教・思想の自由、ならびに基本的人権の尊重は確 

  立される。 

十三、連合国は日本政府がただちにすべての日本国軍隊の無条件降伏を宣言し、そのような行動をとる日本 

  国政府の誠意について適当で十分な保障を提供することを日本政府に要求する。  

■ヤルタ協定 

  三大国すなわち、ソヴィエト連邦、アメリカ合衆国、英国の指導者は、ドイツ国が降伏し、ヨーロッパにおける 

  戦争が終結した後、二ヵ月か三ヵ月後に、ソヴィエト連邦が左の条件により連合国側に加わり日本に対する 

  戦争に参加することを協定した。 

一、外蒙古(蒙古人民共和国)は現状維持とする 

二、１９０４年の日露戦争によって侵害されたロシア国の権利は左のように回復される。 

 （イ）樺太の南部とそれに隣接しているすべての島々はソヴィエト連邦に返還される。… 

三、千島列島はソヴィエト連邦に引き渡される。… 

  三大国の首脳はソヴィエト連邦の右の要求が日本の敗北後に確実にソヴィエト連邦が満足できるものとなる 

  ことを協定した。 

  ソヴィエト連邦は中華民国を日本の束縛より解放する目的をもって、ソヴィエト軍が中華民国に援助を与え 

  るため、ソヴィエト社会主義共和国連邦と中華民国との間に友好同盟条約を締結する用意が有る事を表明 

  する。 

近気になっている事   岩本昌治 会員 



○本日の配布物 

①６月５日週報 

②ロータリーの友6月号 

○本日の回覧物 

①ガバナー月信6月号 

②ロータリー米山奨学生学友会関西29 

○地区行事等出席報告 

5/30 大阪リバーサイドRC卓話講師     初木 

6/1 次年度会員増強セミナー       北川、多田 

○地区行事等出席予定           

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 

○メークアップ 

5/25 八尾東ＲＣ創立40周年記念野球大会  

               米田、多田、林（宏）、稲田(義) 
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ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊クラブの益々の発展を念願します      今中七郎 

＊くずはロータリークラブ永遠に         足立恒雄 

＊皆様方の工夫と苦労を篭められた39周年記念行事に 

 出席できた慶びに                北村 隆 

＊39周年無事盛大に終えたことの喜びに   藤原和彦 

＊記念例会によせて               平尾公介 

＊小北会員と一緒に出来ましたことに感謝して 

                            宮田  明 

＊39周年おめでとう今後ともよろしくお願いします  

                             岩本昌治 

＊創立39周年皆さんとお祝いするよろこびに高島叔孝 

＊創立39周年記念例会の企画ありがとうございます 

 40年しっかりと引き継ぎます          北川順清 

＊創立39周年を祝して！             駕田  毅 

＊おめでとうございます             中村雄策 

＊祝３９．輝く歴史.躍進未来へ         山中  卓 

＊39周年記念例会のよろこびに        畠仲  聡 

＊先輩方ありがとうございます          小北英夫 

＊39周年盛会おめでとうございます      川島吉博 

＊39周年記念おめでとう             山本正夫 

＊創立39周年例会おめでとうございます   上山芳次 

＊39回目の創立記念をむかえた歓びに   山口伊太郎 

＊おめでとうございます               國田欣吾 

＊創立39周年おめでとうございます       嶋田愛親 

＊創立39周年記念例会を祝して         三木 彰 

＊創立記念日おめでとう               初木賢司 

＊創立39周年おめでとうございます。これからも 

 よろしくお願いします               米田  勉 

＊残り1ヶ月高島会長頑張って下さい。 

 クラブ39歳バンザイ！                 日野守之 

＊創立39周年の御祝に！             源本将人 

＊愛する地域の為愛するロータリークラブの為 

 情熱と炎を胸に抱きつき進んで参ります    多田利生 

 

＊創立40周年にむけてロータリアンの立場を 

 取っていきます                   木﨑信也 

＊創立39周年記念例会を祝して         橘喜久夫 

＊おめでとうございます               山本一郎 


