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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１８７４回 例会プログラム 

２０１３年８月７日（水）くずはゴルフ場 

●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 

・40周年実行委員会 

●三分間スピーチ 

  西田英夫 会員 

●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   

●その他 
・ニコニコBOX報告 
●１３：３０閉会の点鐘 

●本日の会合 

＜第３回定例理事会＞(敬称略） 

北川、原田、高島、小北、日野

三木、橘、山口伊太郎、嶋田 

米田、木﨑、西田、重田、中野 

山口尚志、宮田、國田 

おめでとうございます！ 

８月 祝入会記念日 ８月 祝お誕生日 

中村雄策会員（H５年） 

山中 卓会員（H６年） 

林 祐弘会員（H６年） 

三木 彰会員（H12年） 

森 賢司会員（H21年） 

 

小林正彦会員（４日） 

米田 勉会員（５日） 

北川順清会員（21日） 

中村雄策会員（22日） 

若林尚史会員（30日） 

山本一郎会員（30日） 

金森市造会員（31日） 

岡山量正会員（31日） 

8/14 
(水) 

・定款により休会

① 

8/21 
(水) 

・卓話  

 白井博巳会員 

8/28 
(水) 

・卓話 

 山口尚志会員 

21日  嶋田愛親会員 

28日  中谷賀久会員 

今日の歌 
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   「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 

 

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 

今月の予定 

３分間スピーチ 



北川順清会長 

 本日は、第７回くずはロータリー杯枚方少年野球ジュニア大会を運営

して戴きます枚方少年野球連盟から中西理事長・深松事務局長様をお

迎えしての例会となりました。この後、枚方野球連盟の中西理事長様に

大会運営費をお渡しし、ご挨拶を戴きます。 

 くずはロータリー杯の少年野球も7回を数え、ジュニア大会の一役を

担う大会になっていると思っています。中西理事長様はじめ連盟の

方々には、大会運営から子供たちの健康・礼儀・努力等教育面まで、

多義にわたる気遣いであろうと存じますが、今年度の会長テーマ「自他

敬愛」 “より愛情に満ちた思いやりのある奉仕活動に“としています。や

さしさ思いやり、愛情は目に見えない大切な部分であります。その目に

見えない部分を大切にし、奉仕活動を実践しましょうと言っているので

す。本年も長丁場になりますが、連盟を揚げて取り組んで戴きますよう

宜しくお願い致します。 

 さて、お気づきの方もおられるかと思いますが、本年7月号の「ータ

リーの友より従来の「ロータリーの綱領」は、「ロータリーの目的」となり、

新訳が記載されています。正式な英文「The Object of  Rotary」は従

来通りで変更はありませんが、従来訳は妥当ではないとか、現代使わ

れていない訳語があり理解が得られないなど長年議論が続けられた結

果、新和訳文誕生となりました。原文は変更されておらず、あくまで日

本のロータリーの問題でありますので、綱領と云われても間違いでなく、

併用でもいいのではと云われている通り、本年度から新訳を強制使用

すべしではないと思います。［目的］がいいと思う方が多くなれば、自然

とそう変わっていくでしょうと、言われる元RI理事もおられるようです。言

葉は、時代とともに変わっていきます。使われなくなる言葉、新しい言葉

その時代に即した言葉が使われることと成るのでしょう。 

 また、国際ロータリー2013年規定審議会が4月に行われ、決定報告書

が届いていますが、今まで［地区協議会］という言葉を「地区研修・協議

会」と変更されました。40ページ以上の報告書であります。今、反対意

見の受付が行われているところです。会員に大きく関係する事案は後

日、決定しだいお伝えします。 

 先週は、亀井ガバナー補佐をお迎えしバズセッションに取り組んで戴

き有難うございました。お陰さまで素晴らしいご意見をたくさん戴くことが

出来ました。関係委員会において大いに役立てて戴き、クラブの活性

につなげていきたいと考えております。 

8月度は会員増強月間であります。月間に因んでと題して多田委員長

の卓話があります。委員長から皆様へのお願いもあろうかと思います。

宜しくお願いしまして会長の時間を終わります。 

【会長の時間】 



【ご挨拶】  

枚方少年野球連盟 

理事長 中西俊毅 様 

 貴クラブからは深い理解と温かいご支援を頂き感謝に堪えませ

ん。本年は早や7回目の大会を迎えることとなり、意義あるように

頑張りたいと思います。只今のところ70チームから申し込みがあり

ます。昨年は76チームでしたが8月8日の締め切りまではまだ日もあ

りますので、まだまだ増加の期待を寄せております。 

 昨今は少子化の影響やサッカー熱の盛り上りもあって楽観できま

せんが、少年の健全育成のためには大いに成功を目指し頑張ります

ので一層のご支援を偏にお願いしたいと思います。 

多田利生 増強委員長 

 国際ロータリーは2011年秋の理事会で2015年6月までに現在約122万

人いる世界のロータリアン数を130万人にする事を決議し、目標達成のた

めに「地域会員増強計画」を確定、日本では2015年6月末に9万5,900人

に、つまり3年間で１０％増強をしていくという計画を立てました。目標達

成の戦略として退会者を減らす、女性会員、また３０代４０代の比較的若

い人達への勧誘強化、Eクラブあるいは例会を朝食時に行うなど従来とス

タイルの違うクラブを立ち上げるというものです。 

○会員増強のためのアイデア 

・ロータリーはクラブが基本、地区の会員ではなくロータリーの会員である 

・テーマ性を持たせた例会を開催する 

  例：同窓会例会…退会者を招いて例会 

    感謝会………これまでクラブの関わった方々をまねいて例会 

○ロータリーの例会の食事では会話を楽しもう 

 ・食事マナーの変化 

 食事をしながら話をするという行為は世界が共有の数少ない文化 

 ・食事をしながら耳学問で知識を増やす 

 ディナーの席で食事をしながら耳学問で知識をふやす 

 ・例会の楽しみは異なる職業の人たちの食事をしながらの会話 

                               ロータリーの友８月号より抜粋 

【卓話】会員増強月間にちなんで 

北川会長より第7回くずはRC杯枚方少年

野球ジュニア大会の運営費をお渡しし

ました 

 北川会長  中西俊毅様  深松明広様 



ニコニコ箱 合計\１,000 累計 ￥230,775 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊ありがとうございます            今西義人 

○本日の配布物 

①８月７日週報 

②2013年秋の上級ライラのご案内 

③40周年実行委員会組織表 

○本日の回覧版 

①ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信8月号 

②第26回会頭杯争奪会員親睦ゴルフ大会の 

 ご案内 

○地区行事等出席報告 

8/3 国際奉仕委員長会議                   森川 

8/5 地区職業奉仕委員会          國田 

8/5 ガバナー杯野球代表者会議  米田、多田 

○地区行事等出席予定                 

8/10 社会奉仕委員長会議     初木、嶋田 

8/22 枚方市民ﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌ実行委員会  山中 

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     

 

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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２０１３年８月の 

 ロータリーレート １＄＝１００円 

 

  

 
 

ピエール・ド・クーベルタン男爵(1863-1937) 

 近代オリンピックの父と言われ、国際オリンピック委員会

(ＩＯＣ)を立ち上げた。本人も芸術競技で金メダルを獲得

し、現在では有名なオリンピックの五輪マークの発案者で

ある。お墓には五輪マークが彫られている。ココ・シャネル

のお墓の近くに墓石が建てられており、存在感のある墓

石だ。 

 また「参加することに意義がある」の言葉は有名で、現

在のアスリートの憧れのオリンピックは、クーベルタンの存

在なくては、発展しなかったことだろう。 

 偉大な父のお墓参りをさせていただけて良かった。 

 

 広報委員長ヤマモトの世界話シリーズ その４ 

第１８７３回例会出席報告（７月３１日） 

総会員数 出席者 出席率 

５３名 ３６名 ７２．００％ 

第１８７０回 例会補正後 出席率７２．５５ ％ 

   メーク ２名  欠席 １３名   除外 ２名 

 お客様 中西俊毅 様（枚方少年野球連盟） 

       深松明広 様（     〃       ） 

 

 

事務局夏季休暇のお知らせ 

 8月12日（月）～15日（木） 

 


