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

29日 白井博巳会員 
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1/29 
(水) 

・卓話 

 「気学について」 

 森川正敏会員 

・40周年実行委員会 

2/5 
(水) 

・卓話  

・定例理事会 

1/25 
(土) 

・I.M  

アルカスホール 

 13:00～ 

今日の歌 

「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 

●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 多田利生会員 

●卓話「いろいろいろいろ1千万＋ｱﾙﾌｧｰ」 

   山中 卓  会員               

●その他 

 ・ニコニコBOX報告 

●13:30 閉会の点鐘  

●本日の会合１３：３５～  

 ＜被選理事会＞ 

 原田、小北、北川、上山、岡山、國田、白井 

 宮田、初木、林宏毅、田中、稲田                  

第１８９５回 例会 

２０１４年１月２２日（水）くずはゴルフ場 



福家宏 ガバナー 

 私は2013年1月13日(日)～18日(金)、米国カリフォルニア州サン・ディエゴにて開催

された、国際協議会2013に参加して参りました。地区ガバナーに就任するには、昨

秋東京で2度開催されたGETS(ガバナー・エレクト研修セミナー)を含め、この国際協

議会への参加が義務付けられています。国際協議会のために設定された研修の全

てに出席しないと、地区ガバナーには就任出来ません。無論私も日本から出席した

34地区のGEと共に、全てのプログラムを消化して帰国致しました。厳しいスケジュー

ルではありましたが、日本の他地区のGEの皆様と親睦を深め、他国の人々と色々な

形で交流出来たことは楽しいことでありました。 

 今年度の国際ロータリー会長はロン・D・バートン氏です。1979年以来、米国オクラ

ホマ州ノーマンRCの会員であり、職業は弁護士です。これまでに、地区ガバナー、恒

久基金米国アドバイザー、ロータリー財団地域コーディネーター、インターナショナ

ル・ポリオ・プラス委員会委員、ロータリー財団管理委員などを歴任され、2008-09年

度は財団管理委員会副委員長、また、未来の夢委員会委員および副委員長も務め

ておられます。 

 先ずは此の度の国際協議会開会本会議におけるロン・バートンRI会長による開会

講演の内容をお伝え致します。 

 【ポリオ撲滅】1986年以来開始された「地球上からポリオを撲滅する」ためのポリオ・

プラス・プログラムは、当時から実現は容易でないことは分かっていましたが、2005年

には成功させるという目標が立てられました。残念ながら2013年を迎えた今、まだポリ

オの撲滅は成功していません。しかしポリオが次第に終結へと近づいていることは、

明らかです。目標達成までもう少しです。 

 【FVP：Future Vision Plan 未来の夢計画】「未来の夢計画」は、ロータリー財団の新

たな時代の幕開けです。ロータリーの素晴らしさをすべて取り入れた未来の夢は、さ

らに大きく、持続可能な国際プロジェクトを促すと同時に、地域社会のニーズに応え

る地元プロジェクトでの柔軟性を高めることによって、ロータリーを新しい次元へと昇

華させるものです。 

 【会員維持増強】会員増強は他人任せでは無くて、私の責務であり、皆さん自身の

責務であり、ロータリアン全員の責務です。勧誘が成功し、入会をOKしてもらい、そ

の人が会員となった時、皆さんの仕事はそこから始まります。新会員を指導し、彼らが

クラブで重要な役割を担い、ロータリーで満足感を得られるようにしなければなりませ

ん。ロータリーに入会した新会員全員を維持できれば、会員増強など問題にならない

【ガバナー公式訪問にあたって】  

            RI2660地区ガバナー 福家 宏 様 



北川会長より謝辞 

入会記念日祝 平尾公介会員    入会記念日祝 中野保博会員    入会記念日祝 稲田義治会員 

おめでとうございます！ 1月度入会記念日・お誕生日御祝 1月８日（水）例会にて 

誕生日祝 山口伊太郎会員    誕生日祝 宮田明会員    誕生日祝 中野保博会員   誕生日祝 上野徹会員 

【3クラブ会長挨拶】 

 枚方RC 家高健志 会長 
・昨年の交野RC創立30周年記念行事に感謝辞 

 ・家族とチャーターメンバー、近隣クラブへの心温まる感謝の行事に敬服 

 ・来る1月２5日、2月21日～22日のそれぞれI.Mと地区大会での再会を期待 

 

 

 交野RC 佐藤義也 会長 

 ・昨年30周年行事に際しての感謝辞 

 ・会員全体が感動し喜ぶ気持ちを持続していきたい 

  

 くずはRC 北川順清 会長 

 ・当日のガバナーからの高話を貴重な参考とし、来る40周年行事の節目に 

  向って邁進したいとの謝辞と決意   

はずです。毎年、ロータリーには、およそ12万人という大勢の人が入会します。 

 しかし毎年、ほぼ同じ数の会員が退会しています。15年以上にわたり会員数が約

120万人にとどまり、会員数が横ばいとなっているのは、このためです。今や本腰を

入れなければならない時が来ています。 

 【多様性】1987年、ロータリーは女性に入会の門戸を開きました。それは、ロータ

リーにとって記念すべき日でした。しかし、女性会員の数が順調に増えているわけで

はありません。これは、私たちが取り組むべき課題です。さらに、ロータリーに若い会

員を迎え入れ、現在のローターアクター、インターアクター、ライラリアン、青少年交

換学生、財団奨学生、GSEチームメンバーに、明日のロータリアンになってもらえる

よう努める必要があります。ロータリーが生き残るには、時代の変化とともに自分たち

も変わる努力をしなければなりません。例会時間や例会場を変えたり、クラブの形態

を見直すなど、柔軟に適応する努力をすることです。 

家高会長(枚方RC)のご挨拶 

和やかな雰囲気の3クラブ合同例会 



ニコニコ箱 合計 \173,000 累計 ¥825,775 

○本日の配布物 

①1月22日週報 

②第2回七つ星歩く会のご案内 

③2013-14年度上期ﾆｺﾆｺ寄付領収書 

○本日の回覧物 

①2月出席予定確認表 

②中西会員、稲田博旭会員へのバナー 

○地区行事等出席報告 

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） 

○地区行事等出席予定                

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） 

2/15 補助金ｾﾐﾅｰ           原田、小北 

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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■報告 
①例会日変更の件 

 2/26（水）→2/22(土)  

 地区大会本会議前に移動例会を行うため 

②例会卓話者変更の件 

 3/26中村会員 → タイ国学生日本語教育支援 

          原田義之氏 

■審議 
①中西庸夫会員、稲田博旭会員退会の件   承認 

 

②春のライラ応援登録の件 

 大東中央RC協力依頼あり@6千円27名分応援登録 

                     承認  

■追認 
①気仙沼RC奨学金交付事業出席の件 

 1/28 奨学金授与式出席 

 手土産代・レンタカー・高速代クラブ拠出 承認 
 

 第７回定例理事会報告 1月８日開催 

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 

第１８９４回例会出席報告（１月１４日） 

総会員数 出席者 出席率 

５２名 ３３名 ６７．３５％ 

第１８９1回 例会補正後 出席率７６．４７ ％ 

   メーク ５名  欠席 １２名  除外 ３名 

お客様 福家 宏 様 (RI第2660地区ガバナー) 

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   講師：櫻井よしこ氏 


