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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!!～  

     枚方RC・交野RC・くずはRC合同例会 
       第１８９４回 例会２０１４年１月１４日（火）ひらかた仙亭 

1/22 
(水) 

・卓話  

 山中 卓 会員 

・被選理事会 

1/29 
(水) 

・卓話「世界理解月 

 間に因んで」 

 西田英夫委員長 

・40周年実行委員会 

22日 多田利生会員 

29日 高島叔孝会員 

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 

今月の予定 

３分間スピーチ 

歓迎 国際ロータリー第2660地区 ガバナー公式訪問 

●12:30 開会点鐘   枚 方RC 家高会長 

●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      枚 方RC 林親睦委員長 

 -お食事・歓談- 

●出席状況報告    くずはRC 上山出席委員長 

              交 野RC 中  出席委員長 

              枚 方RC 吉原出席委員長 

●会長の時間      枚 方RC 家高会長 

●卓話「ガバナー公式訪問所感」 

  国際ロータリー第2660地区ガバナー 福家 宏 様           

●記念品贈呈      くずはRC 北川会長  

●閉会の挨拶      交 野RC 佐藤会長 

●13:30 閉会の点鐘 枚 方RC 家高会長 

●記念写真撮影 

●福家ガバナーとの懇談会 

                      各クラブ会長他 



北川順清 会長 

新年明けましておめでとうございます 

 ご家族お揃いでお健やかに新年をお迎えになったこととお慶び申し上げます。新し

い年の始まり、新春初例会を会員の皆様方とともに迎えることができましたことを大変

うれしく思います。 

 旧年中は、皆様方から頂きました多くのご支援、ご協力、ご指導に対しまして厚く御

礼申し上げます。今日からは後半に入りますが、更なるご支援をお願い致します。そ

して、本年も山中会員により年の初めにふさわしい立派な書と絵を週報に掲載させて

頂きました。有り難くお礼申し上げます。今年の干支は「午」この絵の午の如

く・・・・・・・。 

 昨年を振り返りますと、2013年を表す漢字が「輪」であると発表されました。2020年

の東京オリンピックの開催決定、富士山の世界文化遺産決定、サッカーＷ杯の日本

出場決定等、日本中が「輪」になって歓喜に湧いた年とされました。また、自然災害も

多くフィリピンでは10月15日に巨大地震、11月8日には台風30号「ヨランダ」の甚大な

被害が報道され、日本では各地で竜巻の被害、高知県四万十市では史上最高の気

温41.0度が記録され、大型で強い台風26号によります記録的な豪雨が伊豆大島を

襲い、死者35人、4人が行方不明となる惨事がありました。人道奉仕に取り組む我々

にとりましては心の痛むところでありますが、大切な支援の「輪」が拡がったのもこの字

に表されています。 

「輪」には、“大勢の人が手を握り合い円滑に回転していく”と言う意味があり皆が譲り

合い支え合って、来年も震災復興など「輪」のつながりに努力していきたいと、清水寺

の森清範貫主は締めくくられました。私も輪と輪のつながりを大切に、あと6ヶ月走り

抜けたいと思います。 

 そして今年は、クラブ創立40周年の記念すべき年度になります。すでに昨年度に40

周年記念事業実行委員会を立ち上げ、中野実行委員長のもと、大筋ではありますが

事業内容、予算等が決められました。11月15日の記念式典に向けまして、今月から

はより具体的に事業内容とその詳細について決定されて参ります。特に、周年記念

事業のメインの一つであります東北支援事業ですが、2011年8月より「気仙沼ＲＣ並

びに気仙沼南ＲＣとの交流・支援事業」を更に推進するとされています。昨年9月には

気仙沼ＲＣを訪問し両クラブに本年度の支援金をお渡し、周年事業につきましても説

明しご意見を聞くことができ、より交流と親睦ができました。気仙沼ＲＣでは、その支援

金は継続事業である気仙沼市内の高校６校への奨学金に充当していると聞いており

ますが「支援金をいただきましたことから平成27年度までの3年間は各校１名を2名に

増員することとします。」と説明があり、1月28日の奨学金交付授与式に出席の案内を

頂きました。この授与式には、東北支援事業委員会國田委員長を中心に数名で出

席し、40周年の記念事業の打ち合せも行う予定でお願い致しました。27日～28日1

泊2日の強行ではありますが、宜しくお願い致します。 

 新年のご挨拶としまして週報に書きました通り、40周年記念実行委員会と共に、奉

仕の精神を高め、友情を深め、歴史と伝統を鑑みて、次年度にバトンタッチするまで

全員が一体となりますようご協力をお願いする次第です。 

 最後に、これからの活動や予定は日野幹事から、また実行委員会から逐一報告と

参加要請があろうかと思います。それと私からのお願いは会員増強と例会出席です。

本年度の増強目標は純増1名と掲げましたが、40周年に向けまして会員数55名以上

のクラブ復帰を目指して頂きたいと思っています。 

【北川会長 年頭の挨拶】  



２０１３－１４年度ＲＩ２６６０地区第３組 

インターシティミーティングのご案内 

 

「感動の体験を!! 人々にも、自身にも」 

２０１４年１月２５日（土） 

受付１３：００～   開会１３：３０～ 

於 ： アルカスホール 寝屋川市早子町12-21 

 ＜講 演＞  

「サービスのプロに学ぶ人の心の掴み方」 

～すべての行動はお客様の「笑顔」のために～ 

講 師：平田進也 氏 

 

 

２０１３－１４年度 ＲＩ２６６０地区 

地区大会のご案内 

☆２０１４年２月２１日（金） 大阪国際会議場 

 14:00 開会式＜５階ﾒｲﾝﾎｰﾙ＞ 

 15:10 合同研修会 

 18:00 RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 

☆２０１４年２月２２日（土）移動例会/地区大会 

 11:30～例会開始 於：皇家龍鳳（ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ15F） 

 12:30～例会終了（国際会議場へ移動） 

 13:00～開会 

 15:30～特別講演「日本の進路と誇りある国づくり」 

      講師：櫻井よしこ氏 

 

  

参加お子様へのXmasプレゼント♪ 

【2013年12月21日クリスマス家族例会】ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ大阪     

   和やかだった会場風景 

 北川会長の挨拶   今中会員による乾杯 

 重田親睦委員長の挨拶  

北見伸＆ステファニーによるイリュージョン 

ベネファクター 原田武夫会員   ＰＨＦ 小林正彦会員     ＰＨＦ 嶋田愛親会員 

  おめでとうございます！  ＜財団表彰＞ 



ニコニコ箱 合計 \173,000 累計 ¥825,775 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊新年おめでとうございます          足立恒雄 

＊新年を迎えた喜びに              原田武夫 

＊あけましておめでとうございます 

 本年も無事に過ごせますように        畠仲  聡 

＊新年を迎え皆様とお会いできた喜びに！ 日野守之 

＊新年によせて                  平尾公介 

＊本年も宜しく皆様の健康を祈っています   今中七郎 

＊新年あけましておめでとうございます    駕田  毅 

＊北村会員、岩本会員クリスマス例会、 

 パーティーの写真をいただいて       金森市造 

＊新年をむかえて                片桐公秀 

＊新年初例会のよろこびに           北川順清 

＊新年をむかえて                小林正彦 

＊新年初例会を迎えた喜びに         小北英夫 

＊新年をむかえて                國田欣吾 

＊２０１４年のスタートに！            源本将人 

＊誕生日祝品を頂いた喜びに         宮田  明 

＊新年あけましておめでとうございます 

 本年もよろしくお願いいたします       中野保博 

＊新年明けましておめでとうございます    中谷靜雄 

＊２０１４年新年を迎えて            重田惠年 

＊今年も宜しくお願い致します        白井博巳 

＊新しい年を迎えて、クリスマス家族例会を 

 楽しませて頂いた喜びに           高島叔孝 

＊新しい年を迎えて！            山口伊太郎 

＊輝かしい平成２６年の新春の門出のお祝いに 

                            山中  卓 

＊新年を迎えて                  米田  勉 

○本日の配布物 

①1月14日週報 

②ガバナープロフィール  

○地区行事等出席報告 

1/12出初式        高島、岡山、山口尚志 

○地区行事等出席予定                

1/18第2回クラブ広報本・次年度委員長会議  

        山本（13-14年度）、原（14-15年度） 

1/30地区災害支援委員会           初木 

2/8第２回クラブ研修ﾘｰﾀﾞｰｾﾐﾅｰ       駕田 

2/8第２回国際奉仕本・次年度委員長会議   

       西田（13-14年度）、初木（14-15年度） 

2/21地区大会開会式・合同研修会   会長他 

2/21地区大会RI会長代理晩餐会  北川、日野   

2/22地区大会本会議            全会員 

 

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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２０１４年１月の 

 ロータリーレート １＄＝１０2円 

 

 
  

 

 

 

 

 

 今回の台湾合宿の見どころの１つに、台北太極拳協会との交流会があっ

た！入口には、熱烈歓迎の看板が掲げられ、たくさんの人が待っていた。私

はこんな大騒ぎになっている事に驚き、レセプションに参加させていただい

た。国際大会での金メダリストが3名も駆けつけてくれ、会長まで出迎えていた

だき、ハラハラドキドキのレセプションになった。目の前で太極拳を披露してい

ただき、交互に日本拳法を披露して、楽しい時を過ごさせていただいた。 

 日本で見た太極拳は、ただの呼吸法だと勘違いしていたので、本物を見る

と、あのゆっくりな動きに足腰がまったくぶれない流れに溜息が出た。よくよく

見学してみると、ゆっくりな動き程、俊敏な動きと比べると遥かにむずかしく、

強靭な足腰が出来ていないと出来ないのだ。初めて太極拳の奥深さと、怖ろしさを知った・・・。 

 今回のこのような場を用意していただいた陳会長並びに、台北太極拳の皆様には、感謝！感謝！なのだ。 

広報委員長ヤマモトの世界話シリーズ その２０ 太極拳 

第１８９３回例会出席報告（１月８日） 

総会員数 出席者 出席率 

５２名 ３７名 ７４．００％ 

第１８９０回 例会補正後 出席率 ８８．６８％ 

   メーク １３名  欠席 ６名  除外 １名 


