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2/5 
(水) 

・卓話  

・定例理事会 

2/12 
(水) 

・卓話「目には見え 

 ないけど大切なも 

 の」 初木賢司会員 

・被選理事会 

2/19 
(水) 

・卓話  

 田中一眞会員 

今日の歌 

「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 

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「我等の生業」 

●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 

     白井博巳会員 

 

●卓話「気学について」 

      森川正敏 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～  

 ＜40周年実行委員会＞ 

 中野、宮田、山中、小北、山口尚志、國田 

 北川、原田、日野、岡山、源本、畠仲、初木 

 多田、川島、稲田義治      

＜にこBOX委員会＞ 

 南、岩本、畠仲、日野 

第１８９６回 例会 

２０１４年１月２９日（水）くずはゴルフ場 



北川順清 会長 

  一年で一番寒い時期だと思います。インフルエンザも流行してくるようですので、

皆様方には十分な手洗いやうがい等で風邪を召されないようお気をつけられまして

例会には是非元気に出席下さるようお願い致します。 

 本日、卓話をいただきます山中会員には、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、今日は「いろいろいろいろ1千万＋アルファー」と題しての卓

話とお聞きしました。山中会員の講話を期待しています。 

 先週は、ガバナー公式訪問を枚方・交野と３クラブ合同で受けましたが、主幹の枚

方RCに合わせまして曜日と会場を変更しての開催となりましたところ、多くの会員に

出席いただき有難うございました。福家ガバナーの講話も時間を延長しての力説に

なり、例会後の懇談会も時間オーバーとなりました。週報に記載致しましたが、RI会

長ロンバートン氏の紹介とRIテーマ、ポリオ撲滅・Future Vision Plan 未来の夢計

画・会 員 維 持 増 強 に つ い て、そ し て 2013 ～ 14 年 度 の テ ー マ、Engage Rotary 

Change Lives「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」ロータリアンが積極的に

なれば、人々の人生を豊かにできるのです」また、テーマ．フラッグの解説までRI会

長のメッセイージを詳しく説明されました。続いては地区方針・活動目標について、こ

と細かくご指導がありました。例会後の懇談会でありますが、地区委員会と各クラブ

委員会の関係・ポリオプラスへの分担金50ドルや米山奨学会へ寄付金（１人当たり3

万円）等の説明とお願いがありました。皆様へは各月間で説明をしましたので、繰り

返しては申しませんが、米山奨学委員会では学友の割合で5人中4人が中国からの

学生であるのを、3人とする動きがあるようです。タイにも2年前米山学友会が発足し

た経過報告から、今月のロータリーの友に「タイから花束のおかえしを」と題してブサ

コーン・ホンヨックさんのタイ米山学友会での活躍が“米山だより”として掲載があると

紹介されました。読まれた方もあろうかと思いますが、まだの方はご一読下さい。 

 地区大会の出席要請もされましたが、二日目の本会議だけでなく一日目の研修会

へのお誘いであります。今年度は「合同研修会」として出席者が一堂に会して行われ

ます。クラブ役員・理事（各奉仕委員長）および入会3年未満の会員は必ずご参加

と、御家族の参加も歓迎されますので宜しくお願いします。 

 福家ガバナーからは早々にお礼状が届きましたので報告しておきます。２０１３年

度の規定審議委員会での変更事項についての説明もありましたが、4月には新しい

「手続き要覧」ができますので、それにもとづき規定審議委員会でクラブ規定・細則

の検討をお願いし、宮田委員長から皆様に報告して戴きます。 

 本日の例会終了後には、第2回の被選理事会のご案内をいただいております。 

来年度に向かっての準備段階になって参りますが、これからの後半は40周年事業実

行委員会とも三つ巴で活動していかねばなりません。原田会長エレクトにはしっかり

と次年度の準備をされまして、ご活躍を祈念いたすところであります。 

【会長の時間】 

財団PHF 木﨑信也会員           

【 おめでとうございます！】  

祝古希 中野保博 会員 



ＲＩ２６６０地区第３組インターシティミーティング  「感動の体験を!! 人々にも、自身にも」 

２０１４年１月２５日（土） 開会１３：３０～１６：１０   於 ： アルカスホール(寝屋川市) 

 

 

 

 

 

 

 

○色は光です。赤いリンゴが赤く見えるのは赤の光を反射し、その光が目に 

 届くからです。 

○モノには全て色が有ります。白や黒も色です。これは無彩色。色味のある 

 ものは有彩色と言います。 

○三原色は「赤緑青」(光)、「赤黄青」(インク)の2種類があります。三原色 

 と白黒を混ぜ合わせる事によりすべての色を作り出すことが出来ます。 

 光の三原色を混ぜ合わせると白くなります。絵の具の三原色を混ぜれば混 

 ぜるほど黒くなっていきます。 

○人間が肉眼で見分けられる色は750万～1000万色といわれています。人間の 

 最も活躍している器官で外界の情報の87%は視覚です。 

○色は目に映り、心理にも働きかけます。暖かく見えたり寒そうに見えたり 

 します。スペクトルの赤橙は暖色系、青藍紫は寒色系、黄緑は中性色系で 

 3～4度の差があります。軽い色と重い色、暑い色と薄い色、興奮する色と 

 沈静する色、膨張色と収縮色等があります。 

○色のアラカルト 

 信号機の色は？世界共通で「赤黄緑」です。赤は一番目立つ色で注目度が 

 高く、緑は安全で遠く後退する色です。 

○水の色は？透明です。湖・海の水は青色。周りの空気も透明です。 

 空は青（ゴミ・ホコリで散乱されます） 

○青が美しい北海道、赤が映える沖縄といわれます。ラベンダーライラック 

 の紫色、スズランの花の白、寒色系の花が多く咲き、北の澄んだ空気によ 

 く合います。一方、真っ赤なハイビスカス、ピンクのブーゲンビリア暖色 

 系の花が多く、強い太陽の光の下で美しく輝き情熱的です。 

○日本のポストが赤いのは？アメリカは青、イギリスは赤、ランス・ドイツ 

 は黄、中国は深緑、日本の郵便制度はイギリスから導入のため。 

○大阪のタクシーは黒が多いのは？黒は高級感があります。人気が出てどん 

 どん増えてきました。 

○スポーツには色で有利、不利？暖色系55%、寒色系45%どちらとも言えませ 

 ん。赤が有利なら広島カープは連勝？そうともいえません。 

○オリンピックの旗の色は上の輪三つは左から青黒赤、下の二つは左から黄 

 緑。大陸を表し、どの色とは決まっていません。 

○見えない色もあります。緑の風、腹黒、真っ赤な嘘、黄色い声、ピンク 

 ムード、灰色の人生等 

○色は人を長寿にする薬になるかも？色を求めて陽気に元気に生きて下さい。 

【卓話】「いろいろいろいろ1千万＋α」 

            山中 卓 会員 

        受付風景             くずはRC席        新会員の紹介 （中央左に中谷会員、片桐会員） 

              懇親会                      講師 平田進也氏(日本旅行) 

山中 卓 会員 



ニコニコ箱 合計 \16,000 累計 ¥841,775 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊平成２6年も宜しくお願いします       藤原和彦 

＊ゲストを迎え入れて頂いた喜びに      原  正和 

＊本日メークアップさせて頂きます 

 宜しくお願い致します   大阪千代田RC 間野遼子 

○本日の配布物 

①1月29日週報 

②枚方RC・くずはRC親睦ゴルフコンペの案内 

③移動例会（2月22日）のお知らせ 

○本日の回覧物 

・2月出席予定確認表 

○地区行事等出席報告 

1/25 I.M.  初木、日野、岩本、駕田、金森、片桐 

        北川、北村、小北、中谷静雄、高島 

        橘、山口伊太郎 

○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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２０１４年２月の 

 ロータリーレート １＄＝１０2円 

 

「七ツ星歩く会」からのお知らせ 

 

 第2回実施内容 

 ・実 施 日 ：平成26年1月31日（金） 

 ・集合場所：京阪電車樟葉駅内 

          出町柳行ホーム1両目 

 ・集合時間：午前10時 

 ・そ の 他 ：昼食費は各自負担 

 ・行  程 ：京阪樟葉駅→出町柳→大原方面 

    ※詳細は 

    中谷会員にお問い合わせください 

    （携帯電話 090-1483-4023） 

第１８９５回例会出席報告（１月２２日） 

総会員数 出席者 出席率 

５２名 34名 68.00％ 

お客様 間野遼子様（大阪千代田RC） 

      岡田和也様（大阪千代田RC） 

第１８９２回 例会補正後 出席率８２．３５％ 

   メーク ３名  欠席 ９名  除外 ３名 

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 


