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2013～14年度 北川会長テーマ 

『 自 他 敬 愛 』 
 ～より愛情に満ちた思いやりのある奉仕活動を!!～  

第１８７２回 例会プログラム 

２０１３年７月２４日（水）くずはゴルフ場 

●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 

●ご挨拶  

  亀井ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 
●幹事報告 
●委員会報告 
・出席状況報告他 

 

●パズセッション 

 ・会員の増強について 

 ・出席率の向上について 

 ・広報活動について  

●その他 
・ニコニコBOX報告 
●１３：３０閉会の点鐘 

●本日の会合 

＜ゴルフ同好会会合＞ 

１３：３５～ 例会場 

 
  

7/31
(水) 

・卓話 

「会員増強に因んで」 

 多田利生委員長 

8/7 
(水) 

・卓話  

 粟津直晶会員 

・定例理事会 

8/14 
(水) 

・定款により休会① 

31日  源本会員 

8/7日  西田会員 

21日  嶋田会員 

28日  中谷賀久会員 

今月の予定 

今日の歌 
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7･8月度3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

  「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 

 

＊中谷 靜雄 会員 ６６才 

＊事 業 所 枚方信用金庫 相談役 

＊事業所住所  枚方市岡東町 

＊職業分類  信用金庫 

＊推 薦 者 北村 隆 

  入 会 式 

ご入会おめでとうございます！ 

北川会長より「入会の証」 

「ロータリーバッジ」が授与 

されました 



  北川会長 

枚方RC 家高会長(右) 

   本日は、クラブ例会場が関西ジュニアゴルフ選手権予選競技の

ため、ここひらかた仙亭に於いての移動例会となりました。そし

てお客様としまして紹介がありましたが、枚方ロータリークラブ

より家高会長、西本幹事のお二方をお迎えしています。後ほど家

高会長様にご挨拶を戴きますので宜しくお願い致します。 

 先週7月9日に枚方クラブ・11日に交野クラブへ日野幹事とお伺

いし、挨拶をしてまいりました。両クラブさん共、年配の会員か

ら若い会員・入会年数の浅い会員さんまで全員で例会を作り、楽

しんでおられるようすを拝見させて戴きました。 
会員数では、くずはが52名・枚方が41名・交野32名と約10名ず

つの差がありますが、委員会の構成や事業計画に両クラブ共工夫

され、特に親睦活動に特色を出されているのが印象にのこりまし

たし、まとまりのある素晴らしいクラブであります。訪問した感

想ですが報告とします。 
 本日はクラブ全員協議会を開催し、前年度の事業報告・収支決

算そして本年度の事業計画・予算報告をします。最後まで宜しく

お願いしまして、会長の時間を終わります。 

【ご挨拶】 枚方RC会長 家高健志 様 

【会長の時間】 

枚方RC 西本幹事(左) 

 平成11年に入会したばかりの素人でありますが、枚方クラブ会

長を引き受けることとなりました。     

 過日は貴クラブからのご来訪をいただき、ご挨拶を頂きました

ことに感謝しております。それにつきましても貴クラブでは日々

の奉仕活動に励まれ、東北地方への支援活動はじめ少年野球ジュ

ニア大会を奨励されるなど数々のご奉仕に敬服するばかりです。 

 創立53年を迎える当クラブとしては、老年期に入り、老いては

子に従えの感を深くするばかりです。ここに改めて40周年を迎え

られる貴クラブのご発展を祈念し、ご挨拶といたします。 

【クラブ協議会】 

2012-13年度決算報告 

 

  ・2012-13年度事業報告について 畠仲前幹事より報告 

  ・2012-13年度決算報告について 今西前会計より報告 

  ・2012-13年度監査報告について 南前会計監査より報告 
 2013-14年度予算報告 
  ・2013-14年度事業計画について 日野幹事より発表 

  ・2013-14年度予算について   三木会計より発表  



東北支援2013 

続・気仙沼RCへメークアップに行こう！ 

 

 

 

 

 

 
 

 記 

        ■日  時 2013年9月9日(月)～10日(火) 

                   9日 伊丹空港  8:15発予定 

                  10日 伊丹空港 20:20着予定 

        ■宿泊場所 ホテルパールシティ気仙沼 

              宮城県気仙沼市 TEL 0226-24-2511 
        ■参加費用 約6万円 

        ■申込期限 2013年7月31日(金) 

  

 

 マスコミは、原発ばかりを取り上げ、現地の復興へ向け

た動きは取り上げの終息のように日本中が勘違いしていま

す。気仙沼の皆さんは「東北が忘れられている」とおっ

しゃっています。 私たちがみた限り、復興はまだまだ！と

いう感です。人々の心は、復興向けて努力され、その大変

さは、現地の方々だけが判る大変さです。そして、同じ

ロータリアンとして、我がクラブの支援に対しては、大き

な感謝の念をお持ちでした。一言ひとことの気仙沼ロータ

リークラブのお言葉は、私たちの胸を強く動かしました。 

 震災半年後の訪問、そして今回１年８か月後の訪問と継続した支援をさせていただきまし

たが、今後もその必要性を感じるとともにその現況を広く我がクラブのみならず、多くの方

に伝えることが、最も大切なこと、重要なことと思います。  

                2012-13 くずはロータリークラブ 社会奉仕委員会 

 あの未曾有の東日本大震災から、早や3年が経過しました。未だに「復興」はほど遠い

状況と聴きさらに「震災」が風化されつつあります。当クラブは、震災半年後に支援物資

を被災地・気仙沼に届け、そして昨年11月にも同地を訪問し、被災地の様子を視察しまし

た。復興がまだまだと感じながらも、継続した支援活動を行っているところです。 

 つきしては今年度も被災地の方々の少しでもお役にたてることを願い、また被災地の現

状をロータリアンとして自らの眼でみていただく趣旨を以て下記の内容で「続・気仙沼へ

メークアップに行こう！」を実施いたします。一人でも多くの会員皆様に、ご参加頂きた

くご案内申しあげます。 

２０１２－１３年度 続・東北支援 報告 



ニコニコ箱 合計\25,000 累計 ￥221,775 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊中谷靜雄会員入会の慶びを祝して  北村 隆 

＊枚方RC会長幹事が来られたよろこびに！ 

                         日野守之 

＊会員として認めて頂きありがとうございました 

                         中谷靜雄 

＊ご挨拶に                   枚方RC 

第１８７1回例会出席報告（７月１7日） 

総会員数 出席者 出席率 

53名 32名 64.00％ 

第１８６8回 例会補正後 出席率 72.55％ 

   メーク 4名  欠席 14名   除外 3名 

 お客様   家高健志 様 （枚方RC） 

          西本和彦 様 (枚方RC）  

○本日の配布物 

①7月24日週報 

② 

○本日の回覧版 

①8月度例会出欠表 

② 

○地区行事等出席報告 

7/20合同地区委員会             初木 

○地区行事等出席予定           

7/27米山奨学委員長会議及び 

   カウンセラー研修会             原 

8/3 国際奉仕委員長会議                   森川      

8/10社会奉仕委員長会議          嶋田 

９/７職業奉仕委員会正副委員長会議    米田    

○メークアップ 

今中七郎会員  7/18 大阪難波RC  

大阪府枚方市楠葉花園町14-2 
樟葉パブリックゴルフ クラブハウス２Ｆ 

電話 ０７２-８５５－５１２５ 
FAX ０７２-８５５－５１８０ 

Email: kuzuha-rc@kcat.zaq.ne.jp 
URL:http://www.kcat.zaq.ne.jp/kuzuha-rc/ 
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 私が世界一驚いた墓が、フランスのパリ郊外にあるペールラシューズ

墓地のオスカーワイルドの墓でした。ツタンカーメンが飛んでいるかのよ

うなお墓ですが、何とも驚くのが、お墓のいたるところにキスマークがつ

いているのです。300箇所はあるのではと、キスマークだらけのお墓に

驚きました。オスカーワイルドは、アイルランド出身の詩人で、耽美主義

でお洒落な詩人で美を追求した、この時代には珍しい詩人でありまし

た。日本でいうと三島由紀夫も耽美主義と言われています。まあ驚きました。  

 このオスカーワイルドのお墓は、当時男性の生殖器を彫刻したので、物議を

醸し出しました。男の大事な○○が2つとも、もぎ取られています。もぎとられた

箇所に、またキスマークがついていることに驚き、オスカーワイルドもさぞかし、

天国で驚いていると思います。 

 

 

 広報委員長ヤマモトの世界話シリーズ その２ 


