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第１９３０回 例会  
２０１４年１０月２２日（水）くずはゴルフ場 

2014～15年度 クラブテーマ 

『和を以て貴しとなす  』 

今後の予定  

 

10月29日（水） 

・樟葉駅前時計台除幕式例会 

 於：樟葉駅前 

 集合11:50 開会12:00 

（除幕式終了後に通常例会） 

 

11月5日（水） 

・周年リハーサル 

・定例理事会 

 例会プログラム      １０月「職業奉仕・米山月間」     

●12:30 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 

●お食事・歓談 

●会長の時間 

●幹事報告 

●委員会報告 

 ・出席状況報告ほか 

●３分間スピーチ 

  山口尚志 会員 

 

●卓話「米山月間に因んで」 

  米田 勉 米山奨学委員長   

●その他   

 ・ﾆｺﾆｺBOX報告 

●13:30 閉会の点鐘 

●本日の会合（敬称略） 

＜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 

「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 

３分間スピーチ 

10月29日   ― 

11月  ５日宮田 明  会員 

40周年記念事業くずは駅前時計台除幕式 

10月29日(水)12時～ 於：樟葉駅前  

【１部 時計台前にて】 

  12:00～開式の挨拶 

       来賓紹介・市長ご挨拶 

       時計台序幕式（下部プレート付近）          

  12:25～閉式の挨拶    ⇒移動（徒歩） 

【２部 レストラン（例会場）にて】 

  12:40～ 実行委員長挨拶 

      乾杯（今中特別名誉実行委員長） 

      食事歓談・幹事報告・出席報告・委員会報告             

  13:15～事業委員長謝辞 

  １3:20  閉会 

 

   



【 会長の時間 】  
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  原田 武夫 会長 

 皆さんこんにちは。 

 

一昨日の台風１９号は、スーパー台風と言われ、日本列島を縦断しました。 

私も、一時はどうなることかと心配しましたが、幸いにも近畿地方は、大した被害もなく 

無事に通過し、皆様の無事を確認出来てホッと胸を撫でおろしました。 

 本日は、パストガバナー補佐 平田大一様を迎えての例会となります。 

後程、卓話をお願いしております。 

よろしくお願い申し上げます。 

 

 10月9日、枚方市民会館にて、追悼式が行われ、戦没者、禁野火薬庫の爆発で亡くなら 

れた方々、公務中に志し半ばで殉職された方々、１９０８柱に対して献花を捧げ、お亡くな 

りになられた方々を偲び、手を合わせて参りました。 

 また、10月11日に、ローズライオンズ30周年記念式典が京橋にあります太閣園にて 

盛大に開催されました。記念事業として、天の川に桜を植樹して、桜ロードを完成すべく努

力をされておられます。 

我がクラブ同様、枚方市民に対してあらゆる奉仕活動をされておられます。 

 

 秋は食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋と言われます。 

 １０月１２日は長崎国体が開催されました。 

我が野球同好会も、１０月１１日、八尾東ロータリークラブと対戦してまいりました。 

相手が手強く、必要以上に汗をかかせていただいたおかげで、すがすがしい気分になりまし

た。 

 10月25日には、5クラブ合同ゴルフコンペが開催されます。スポーツを通じて、より 

親睦と友情が深まることと思います。 

 また、今晩もグルメ同好会が行われますので、さらに親睦と友情を深めたいと思います。 

 

以上で会長の時間を終わります。 

【 ３分間スピーチ】   中野保博 40周年実行委員長 

 今日は40周年記念事業についてお話をさせて頂きます。 

いよいよあと１ヶ月となりました。40周年記念事業実行委員会を昨年7月に組織し、初会

合を実施して以来、東北支援活動はじめさまざまな事業を計画し、内容を協議して参り

ました。今月無事に最終実行委員会を迎える事ができました。これはひとえに実行委員

会の役員の皆様はじめ会員皆様お一人おひとりの、温かいご協力の賜物と感謝してお

ります。また、40年の間くずはロータリークラブにご尽力を賜りました歴代会長はじめ会員

の皆様方に対しましても、是非とも盛大な記念行事にしたいと思っております。  

 40周年記念式典・祝賀会は来月11月15日にﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙで行います。  

記念式典は11時から地区ガバナーはじめ、ご来賓の皆様からのご挨拶そして事業報告

などで約1時間30分、祝賀会は12時40分頃からｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐からのご挨拶、またスポン

サークラブの枚方ＲＣ会長様からのご祝辞を頂き、のち食事を頂きながらくずはＲＣの今

までの「歴史と事業」をスライドで鑑賞して頂きます。 

 中野保博 実行委員
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 「親睦」と「奉仕」を目的とする団体はロータリークラブ（ＲＣ）以外にも数多くあるがＲ

Ｃが、他の団体と根本的に異なるのは、ロータリアン各人の職業を通じて社会に奉仕

すること、即ちＶｏｃａｔｉｏｎａｌ Ｓｅｒｖｉｃｅを行うという一点である。 

Ｖｏｃａｔｉｏｎａｌの語源はラテン語のＶｏｃａｔｉｏでありその意味は①神が授け賜うた職業＝

天職 ②世間に役立つ職業 ③世間が必要とする職業 等である。 

 ＲＣの目指す職業奉仕とは、クラブ定款第四条目的に記載のとおり、価値のある企

業活動の基礎にサービスの理念を推奨し、育成することとある。定款第四条の２ 職

業奉仕の説明には社会に奉仕する時は、 

 ①高い倫理基準をもって事業や専門職に従事し 

 ②全ての有益な職業の価値を認識し、 

 ③各ロータリアンの職業は不正のない立派なものと権威づけること、  

となっている。 

 この職業奉仕を実行する場合に参考になる座右の銘が「四つのテスト」である。これ

はシカゴRCの会員で、第50代RI会長になったﾊｰﾊﾞｰﾄﾞJﾃｰﾗｰが提唱した標語であり

彼が再建を依頼された会社に従業員のモラルを向上させるために考えた。日本訳は

「言行はこれに照らしてから」となっているが英語は、The ４Way Test of the things we 

think ,say or do である。 

  １真実かどうか    ２みんなに公平か    ３好意と友情を深めるか   

  ４みんなの為になるかどうか である。 

４Way Test の4Wayは、４つの方法という意味だけではなく四方に、すべての道に通

じる、何にでも活用できるもの、との意味がありその成立過程から、「何事にも通用す

る」と考えるのが良いのではないかと思う。「四つのテスト」を実行した結果 

①お客様には正直に、親切に  ②従業員には公平な待遇を 

③仕入先には誠実な取引を   ④同業者には信義と友情を 

という好結果をもたらす。各ロータリアンは、胸を張ってロータリーのバッジの名誉にか

けて「私は、職業奉仕を行っています」と言える様にお互い、頑張りましょう。 

 しかし「職業奉仕」は難しい事ではなくロータリアン各人が自分の仕事をやり抜くこ

と、それが「職業奉仕」だと思います。 

 ご静聴 ありがとうございました。 

 
【 外部卓話 】 「職業奉仕について」 

 

      07～08年度 RI2660地区IM3組ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐   平田 大一 様 

 

平田 大一 様 

 そして、気仙沼ＲＣ、気仙沼南ＲＣの各会長様からご祝辞と東北震災の復興状況  

のお話を頂き、延べ3時間の長丁場の式典・祝賀会となります。 

 また、10月29日の水曜日は例会前12時からモニュメント制作委員会の事業として樟葉

駅前に於いて時計台除幕式を行いますので、会員皆様の出席よろしくお願いします。 

 そして、本日伏見の鳥せい本店で40周年記念式典まえの決起の意味を込めて三九

会があります。一人でも多くの会員の皆様のご参加よろしくお願いします。最後にあと

１ヶ月、皆様のご協力よろしくお願いします。 

原田会長から 

平田ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐へ謝辞 
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＊・・・                         畠仲  聡 

＊卓話の御礼をニコBOXに   ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ 平田大一様 

○本日の配布物 

①10月22日週報 

②卓話資料（米田会員） 

③ﾛｰﾀﾘｰ米山豆辞典 

○本日の回覧物 

①11月例会出席予定確認表 

②10月29日くずは駅前時計台除幕式出欠表 

○地区行事等出席報告（敬称略） 

10/21第４回地区災害支援委員会      初木 

○地区行事等出席予定（敬称略） 

10/25 ５ＲＣ親睦ゴルフ大会   原田、稲田、岩本 

     岩渕、北川、小林、小北、岡山、橘、高島 

     山口伊太郎、山中、米田   １３名 

11/1地区財団委員長会議            原 

12/18地区災害支援委員会          初木 

○メークアップ 

林 宏毅 会員   10/8  大東中央RC 

金森市造 会員   10/16 大阪中之島RC 

 

第１９２９回例会出席報告（１０月１５日） 

総会員数 出席者 出席率 

５２名 ３０名 ６２．５０％ 

第１９２６回 例会補正後 出席率  ８３．６７％ 

   メーク ５名  欠席 ８名   除外 ３名 

お客様 RI2660地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ平田大一様 (寝屋川RC) 

 

１０月ロータリーレート  

１＄＝１０６円 

クリスマス大家族例会のご案内 

 

2014年12月20日（土） 

リーガロイヤルホテル大阪 
 

 今年のクリスマス家族会は家族との想い出が一層深まる

内容のサンドアートやゴスペルできっと涙する事でしょう。今

までにない「くずはﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ大家族」で例会・懇親会を開

催します！皆様のご参加、心よりお待ちしております！ 

 

               親睦委員会一同 

   創立40周年記念式典・祝賀会 

2014年11月15日（土） 

リーガロイヤルホテル大阪 

２階 山楽の間 

○式 典 11:00 ～ 12:40 

○祝賀会 13:00 ～ 14:25 

    ※今年度の入会記念日祝品(ﾈｸﾀｲ・ﾁｰﾌ)を着用 

グルメ同好会三九会報告 

 

2014年10月１5日(水)京都伏見「鳥せい」 

 

 総勢9名の参加のもと、創立40周年式典1ヶ月前の決起

として企画し、原田会長・中野実行委員長参加のもと昔

話で交流を図りました。残念な事は若い会員の参加が少

なかった事でした。会長は、会員同志の交流場所を作っ

て下さいと話をされました。 

 

 

 

出席者 ： 原田、中野、藤原、北村、岩本、上山、日野 
(敬称略) 高島、畠仲            以上9名 


