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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１８７５回 例会プログラム 

２０１３年８月２１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 
「我等の生業」 
●お客様紹介 

●会長の時間 

●入会式 

●幹事報告 
●委員会報告 
・出席状況報告 

・40周年実行委員会 

●３分間スピーチ 

   嶋田 愛親 会員 

●卓話 

    白井 博巳 会員   

●その他 
 ・ニコニコBOX報告 
●１３：３０閉会の点鐘 

●本日の会合 

 オリエンテーション 

  

 

8/2
8 
(水) 

・卓話 

 山口尚志会員 

・40周年実行委員会 

9/1 
(日) 

・第7回くずはRC杯枚

方少年野球ジュニア

大会開会式 

9/4 
(水) 

・卓話  

 木﨑信也委員長 

・定例理事会 

8/28日 中谷賀久会員 

9/4日 岩本昌治会員 

11日 上野 徹 会員 

今日の歌 
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   「我等の生業」 
 

我等の生業 

さまざまなれど 

 集いて図る心は一つ 

求むるところは 

平和親睦 

（やわらぎむつび） 

 力むるところは 

向上奉仕 

おお ロータリーアン  

 我等の集い 

 

  第７回くずはロータリークラブ杯・枚方少年野球ジュニア大会 開会式  

                                   ２０１３年９月１日（日） 

                                    於：枚方総合体育館 陸上競技場10時～ 

今月の予定 

３分間スピーチ 

おめでとうございます！ 

入会祝 山中 卓 会員      入会祝 三木 彰 会員     誕生日祝 金森 市造 会員  

誕生日祝  小林 正彦 会員   誕生日祝 米田 勉 会員   誕生日祝 北川順清 会長 



北川順清会長 

 8月は会員増強および拡大月間であります。先週、会員増強について

多田委員長より卓話があり、皆様方へお願いもされました。繰り返しとな

りますが、私からも皆様方のご協力をお願いする次第です。 

 本日は、粟津会員の卓話を期待しております。 

 又、先週より第1回40周年実行委員会が開催されました。実行委員会

組織・周年事業取り組みの趣旨・事業内容・概算予算について協議さ

れ、承認されました。 

 就任の挨拶で申し上げましたとおり、本年度は40周年に向けての準

備年度としてもスタートしています。次週、中野実行委員長よりご挨拶が

あります。 

 今日は8月7日で七日盆と言われますが、盆始めともいい盆の支度に

かかる日ですので、お盆のお話を少ししたいと思います。 

 私の仕事も、まだ少しお盆に関係することがあります。お寺さんは勿

論ですが、亡くなられた方が初めてのお盆を迎えられる新盆（初盆とも

言われる）のお家などから、宗派の違いやしきたりにもよりますが、７月

中にとか５日まで７日までに庭木の剪定．清掃の注文があります。 

 盆月の準備は朔日（ついたち）から始まり「この日にあの世の釜のフタ

が開いて、ご先祖様の霊が冥土からそれぞれの家に旅立つ」とされま

す。「迎えは早く、送りは遅く」と一般に言われますように、お墓の掃除

や盆提灯．盆棚の準備をされますが、特に初盆のお家では道に迷われ

ないようにと早くから準備され、［新棚］とも言われますように、新盆用に

提灯や盆棚を新調し、14日には家族、親戚、縁者を迎えてお勤めをさ

れますので大変です。庭の手入れも済ませて、涼しげな家にご先祖様

をお迎えしようとされます。 

 16日はお盆明けです。［送りは遅く］とありますように、夕方から送り火

を焚いて精霊を送ります。京都五山の送り火が有名ですが、枚方では

送り火の習慣はないと思います。 

 次週の例会はお盆で休会となります。皆様方もお墓参りをされまし

て、ご先祖様を迎えし、お盆の供養をして戴きたいと思います。 

 暑さの方も今日から１～2週間続くと予報されました。ごゆっくり休養さ

れまして、次回21日の例会に元気にご出席いただきますようお願いし

会長の時間とします。 

【会長の時間】 

＜新世代奉仕委員会からのお知らせ＞ 

 

2013年9月1日（日）10時～ 於：枚方市総合体育館陸上競技場 

 今年も多数のチームが参加されますので会員の皆様ご出席よろしくお願いいたします。 

                                 スタッフポロシャツ着用  



【３分間スピーチ】「日本の質」について 

西田 英夫 会員 

 またタイの事情を紹介します。 

 弊社のタイ工場は、現地にある日系のゼネコンに建築を依頼しました。

但し日系と言いながらも、設計と現場監督は日本人が担当しますが、実

際の作業はタイ・ラオス・ミャンマー人が行うので、その“質”は日本人の

高品質な作業とは大きく異なり、細かい部分の完成度はかなり低いと言

わざるを得ません。 

 しかし建築費用は、タイでは地震が皆無で経済設計(柱や梁は日本と

比較するとかなり細くて軽い)が可能であることや、作業者の人件費が安

価であることも相まって、日本で建築する費用と比較すると大幅に安くな

ります。つまり『安かろう、悪くはないが、まあまあ…』と言えます。 

やはり日本人の細やかで、痒いところまで手が届く品質は、世界の中でも

トップレベルであるのは間違いないと思います。 

 近年は『デフレの時代』が長く続いた為、限界を超えた値引きが横行

し、国内企業は今だ疲弊しています。しかしもう一度日本人の強みを再

認識し、自信を持つことで自らの価値を上げる努力をしなければならない

と感じながら、今回は帰国の途につきました。 

  松尾 勝代 様 

〇コンセプト 

 枚方市交野市の点在する地元飲食店の魅力を発信し、参加者が楽し

みながら街を巡る仕掛けつくりを行う。他市からの来訪者また普段通りす

ぎるだけの6大学の学生や留学生にもアピールし足を止めてもらい、新た

な賑わいを創出することにより新規顧客の増加を図ると共に意欲ある店

主間コミュニティの形成とした枚方交野ブランドの向上を目指す。 

○市民参加で地域活性化 

 大阪と京都の中間地であり、ベットタウンでもある枚方・交野市には個

性的で魅力的な飲食店が数多くあります。みんなでヨクバル4日間を合

言葉に美味しく楽しく過せるイベントを開催。 

○枚方市交野市の京阪沿線のイメージ向上 

 大阪でも田舎のイメージのある枚方市交野市にも都会的な店やセンス

のいい店が多く有る事を認識し、さらにバルを通じて日常にはない特別

なコミュニティ空間を創出することで当該地区の魅力再発見につなげて

行くことでイメージの向上につなげる。 

  ・開催日…平成25年11月7日～10日 4日間（予定） 

  ・枚方市交野市飲食店約100店舗参加予定 

  ・宣伝方法…ポスター、インターネット、ツイッター、ぱどマイライフ広告など 

【卓話】「京阪天の川グルメバルについて」 

         バル実行委員長 松尾 勝代 様 

紹介者 粟津直晶 会員 



ニコニコ箱 合計\23,000 累計 ￥253,775 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊誕生祝をいただいて           金森市造 

＊６５歳誕生日のお祝いをいただいて  北川順清 

＊入会記念日の記念品をいただいて   三木 彰 

＊真耶（三女）の14才誕生日の喜びに  木﨑信也 

○本日の配布物 

・８月２１日週報 

○本日の回覧版 

①枚方交野交通安全協会報8月号 

②くずはRC杯枚方少年野球ｼﾞｭﾆｱ大会開会式 

  出欠表 

○地区行事等出席報告 

8/10 社会奉仕委員長会議     初木、嶋田 

○地区行事等出席予定                 

8/22 枚方市民ﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌ実行委員会  山中 

8/27 ５RCゴルフ大会打合せ会  米田、日野  

8/31地区財団セミナー        北川、國田 

9/7職業奉仕委員会正副委員長会議    米田 

9/14 青少年奉仕RAC委員長会議    木﨑 

9/25 IM担当者会議                         嶋田  

 

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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KUZUHA ROTARY CLUB 発 行 

第２回定例理事会報告 
 

■協議 

①秋の交通安全啓発運動の件 

 9/20ﾊﾟﾚｰﾄﾞ、9/24樟葉駅前啓発ｸﾞｯｽﾞ配布 

 啓発ｸﾞｯｽﾞ(絆創膏)購入       承認 

②東北災害支援金(訪問持参)の件 

 8/28、9/4の例会で募金箱を回覧   承認 

 

■審議 

①地区災害支援基金の件  

        会長幹事一任 次回報告要 

②子ども交通安全事業の件  

 贈呈式 9/25       枚方市役所11:00   承認

③出席免除者の件          承認 

④枚方ライオンズ55周年記念式典の件 

             会長出席 承認

⑤秋のライラの件   

           ２名応援登録 承認 

⑥IM担当者選出の件   

        嶋田社会奉仕委員長に決定 
 
■追認 

①40周年記念事業予算について    承認 

 

 

２０１３年８月の 

 ロータリーレート １＄＝１００円 

 

第１８７４回例会出席報告（８月７日） 

総会員数 出席者 出席率 

５３名 ３５名 ７０．００％ 

第１８７１回 例会補正後 出席率 ６８．００％ 

   メーク ２名  欠席 １６名   除外 ３名 

お客様 松尾 勝代様 （京阪バル実行委員長） 


