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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１８７８回 例会プログラム 

２０１３年９月１１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 

●幹事報告 
●委員会報告 
・出席状況報告 

●３分間スピーチ 

  上野 徹 会員 

●卓話 

  林 宏毅 会員   

●その他 
 ・ニコニコBOX報告 
●１３：３０閉会の点鐘 

 

 

9/18 
(水) 

・卓話 

 稲田義治会員 

9/20 
(金) 

・秋交通安全ﾊﾟﾚｰﾄﾞ 

 15:45～ 

 ﾋﾞｵﾙﾈ枚方付近 

9/25 
(水) 

・移動例会 仙亭 

・外部卓話 

18日 上山芳次会員 

25日 ― 

10/2 岡山量正会員 

9日 駕田毅会員 

今日の歌 
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 「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 

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 重田恵年 会員     入会祝 米田勉 会員      入会祝 日野守之 会員  

 入会祝 源本将人 会員    誕生日祝 源本将人 会員   誕生日祝  初木賢司 会員 

 誕生日祝 北村 隆 会員   誕生日祝 上山芳次 会員   誕生日祝  山中 卓 会員 



北川 順清 会長 

 去る9月１日（日）には第７回くずはロータリー杯・枚方少年野球大会の

開会式を行いました。17名と多くの会員の出席を戴き雨の降るまでに開

会式を終えることが出来ましたことを報告しお礼とします。また、本日は

ボーイスカウト枚方第17団団委員長の田端興人様がお見えです。ボー

イスカウト活動を通じて青少年の健全育成に本年度も少しばかりであり

ますが、活動支援金をお渡しご活躍をお願いしたいと思います。 

 以前に2013年規定審議会からの名称等の変更事項で、ロータリーの

綱領が目的に、また地区協議会が地区研修協議会に変わるとお伝え致

しましたが、新世代奉仕も青少年奉仕と戻るようです。変更となったのは

奉仕部門名称のみ、現時点ではそれ以外変更はないとの事で委員会

の名称を変更するか否かはクラブの判断に委ねるとされています。我が

クラブの判断は次年度に申し送り、本年度は変更致しません。 

○8月31日（土）地区の財団セミナー初木副委員長と出席 

 １．災害支援プロジェクト委員会 

  本年度も「地区災害支援基金」として10万円の予定 

 ２．財団委員会 

  新補助金制度への寄付と認証について説明 

 ３．ポリオ・プラス委員会 

  2013年ポリオ発生状況の報告  

【会長の時間】 

 

 平成25年秋の交通安全啓発活動 

 ＜啓発パレード＞              

＊２０１３年９月２０日（金）        

＊集合 15:40 枚方ビオルネ付近 

＊パレード(約1時間)終了後解散     

＜くずは駅前早朝キャンペーン＞ 

＊２０１３年９月２４日（火） 

   ＊集合7:15 樟葉駅前  

＊配布終了後例会場にて反省会 

※参加の場合はスタッフポロシャツの着用をお願いします。 

 この事業はメイク扱いとなります。 

【ご挨拶】ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ枚方第17団団委員長 田端興人様 

 年一度の招請と多大なご支援に感謝します。嘗ての故徳田会長様、

故若林金吾会長の時以来30年間にわたりご厚誼を頂き、感銘深いもの

があります。今年は滋賀県において大会があり、当地区からもスカウト７

名と１名のリーダーが出席しました。総勢２５４人に及ぶメンバーを擁し、

世界的にも拡がるべく大阪連盟のためにも努力していく所存です。 

田端 興人 団委員長 



【新世代奉仕月間に因んで】 

木﨑 信也 委員長 

 先日の日曜日にくずはロータリークラブ杯枚方少年野球ジュニア大会

の開会式が無事終了しました事を報告いたします。 

 当日、くずはロータリークラブより参加頂きました１７名のメンバー皆様

には感謝申し上げます。参加頂いた全てのＲＣメンバー皆様の気持ち

が、子ども達に向けての愛情や大会の成功を願いながらの参加であり、

全員がロータリーのユニフォームを着用しロータリアンとして目立った光

景でした。これは、大会会場内の全ての人に影響を引き起こす根源で

ある事を感じました。 

 選手である子ども達の入場行進や元気の良い規律ある姿を拝見させ

て頂き、日頃から熱心に子ども達へ指導いただいている大人の皆様へ

感謝の気持ちが湧き上がってきました。 

 また、本日は、ボーイスカウトを通じて子ども達を指導されています田

畑様と会談させて頂きました。田端様は、ボーイスカウトの指導者として

40年間継続されており、野外活動の中には勝ち負けでは無く、自己を

鍛え、甘えを無くす事が出来る。これは子供の健全育成に繋がると確信

しながら、今も、熱心に 指導を勧めておられます。 

 私達ロータリークラブ は、ロータリアンとして、地域で奉仕活動をされ

ている方を知っていく必要があり、その全ての皆様に感謝しなければな

らないと感じました。 

 今月、9月２２日には、北河内柔道大会が交野市総合体育館で行われ

ます。時間の許される方は、ロータリアンとして御参席頂ければと願って

おります。 

 

 平成25年秋の献血キャンペーン 

 ＜牧野駅前早朝チラシ配り＞              

＊２０１３年９月２５日（水）        

＊集合 ７：３０ 牧野駅前 

＜献血キャンペーン＞ 

  ＊２０１３年９月２７日（金） 

  ＊10:00～16:００ 

  ＊牧野生涯学習市民センター 

※参加の場合はスタッフポロシャツの着用をお願いします。 

 この事業はメイク扱いとなります。 

 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 



ニコニコ箱 合計 \28,000 累計 ¥301,775 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊馬齢88年を数えての誕生日にあたり 

 お祝いを頂きまして喜び一杯          北村 隆 

＊ぜひ80回までは…頑張りたいもの 

 誕生記念品ありがとうございました       山中 卓 

＊誕生日プレゼントを頂いた喜びに感謝して 初木賢司 

＊大好きな山中会員の誕生祝を喜んで    小北英夫 

＊入会記念の喜びに！              日野守之 

＊2週連続で欠席のお詫びに          森川正敏 

○本日の配布物 

①9月１１日週報 

②献血キャンペーンチラシ 

③５RC親睦ゴルフ大会のご案内 

○本日の回覧版 

①10月出欠表 

②9月２5日移動例会出欠確認表 

③秋の交通安全開発活動出欠確認表 

④献血キャンペーン出欠確認表 

○地区行事等出席報告 

9/7職業奉仕委員会正副委員長会議    

                      國田、米田 

9/9･10東北支援訪問  

   北川、日野、橘、小北、原田、粟津、國田 

   多田、稲田、川島、畠仲、嶋田、高島 

   森川、山口、米田 

○地区行事等出席予定             

9/14青少年奉仕RAC委員長会議     木﨑 

9/21クラブ研修リーダーセミナー      駕田 

9/22北河内柔道大会開会式        木﨑     

9/25 IM担当者会議               日野、 嶋田 

10/5 枚方ライオンズクラブCN55周年式典 

                          北川 

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１８７７回例会出席報告（９月４日） 

総会員数 出席者 出席率 

５４名 37名 71.15％ 

第１８７４回 例会補正後 出席率 74.51％ 

   メーク 3名  欠席 11名  除外 3名 

お客様 田端 興人 様(ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ) 

         曽我部律夫 様（大手前ＲＣ） 

 

 

イブ・モンタン(1921-1991) 
 イタリア出身で、俳優、シャンソン歌手のイブ・モンタン。 

私の亡くなった母がイブ・モンタンのファンだった。お墓自体は

それほど大きくなく、ひっそりとした場所に建てられている。イタ

リアではムッソリーニの迫害から逃れ、フランスに移住して俳優

となった。元々は美声からシャンソン歌手として有名で、この時

代としては珍しく、役者と兼業した変わった経歴の持ち主だっ

た。イブ・モンタンはたくさんの映画に出演し、あのマリリンモン

ローとも恋仲になったそうだ。それほど若いときは、ダンディな

役者さんだった。お墓には女優で妻だったシモーヌ・シニョレと

一緒に入っている。墓前に立つと、イブモンタンが歌った名曲

「枯葉」が聴こえてきそうだった。 

 広報委員長ヤマモトの世界話シリーズ その７ 


