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○本日の配布物 

・10月2９日週報 

○本日の回覧物 

・11月例会出席予定確認表 

○地区行事等出席報告（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、橘、高島 

         山口伊太郎、山中、米田   １２名 

○地区行事等出席予定（敬称略） 

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 

第１９３０回例会出席報告（１０月２２日） 

総会員数 出席者 出席率 

５２名 ３３名 ７１．７４％ 

第１９２７回 例会補正後 出席率  ８１．６３％ 

   メーク  ７名  欠席  ９名   除外  ３名 

 

１０月ロータリーレート  

１＄＝１０６円 

    原  広報委員長の弁護士的つぶやき ⑤「寝坊をした裁判官」 

10月23日、名古屋家裁岡崎支部で、男性裁判官（31）が、寝坊のため、午前10時から開かれる予定だった家

事審判に現れなかったということがあったようです。この人物はまだ6年目の裁判官で、「判事補の弁護士職務

経験制度」により、少し前まで大阪のある法律事務所に2年間在籍していたため（裁判所から出向するような形

式です。）、実は私もこの裁判官の名前は知っていました（ある事件の相手方代理人でした）。どうしても時間が足りない

ので判決期日を少し延期して欲しいという連絡が、判決期日の直前に（さすがに当日ではありませんが）裁判所からなさ

れることはたまにあるのですが、少なくとも私は、裁判官が「ドタキャン」する事態に遭遇したことはありません。佐川裁判

官は、「相手（この審判の代理人弁護士）が悪かった」ことから（※普通は、自分の事件を担当している裁判官に対して、

これほど攻撃しないのではないかと思われます。負け筋側の弁護士が腹いせ？にやったのかもしれませんが・・。）、今

回の寝坊事件を全国ニュースの大問題にされてしまったため、可哀そうなことに（自業自得と言うべき？）「目立ってはい

けない」裁判官の世界ではもう出世することは難しいのではないかと思います。近いうちにまた大阪で、今度は本当の

弁護士として相対することになるかもしれません。 

５RC親睦ゴルフ大会 開催  2014.10.25(土)於：枚方カントリー 

 5位 小北英夫会員  8位・ﾆｱﾋﾟﾝ賞小林正彦会員     10位 岩本昌治会員       20位 山中卓会員 

 秋晴れのゴルフ日和の中、恒例の５RCゴルフ大会が開催されました。プレー後の懇親会は和気藹々とした雰囲気の中、

会員相互の親睦を深める事ができました。結果は下記の通りです。 

＜個人戦結果＞(敬称略)        

優勝 吉田 潤 (枚 方RC)     

 2 位 上村 章 (寝屋川RC)   

 3 位 畑山 勇 (寝屋川RC) 

 4 位 林  武 （枚 方ＲＣ） 

 5 位 小北英夫（くずはＲＣ） 

本日の歌 
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第１９３１回 例会  
２０１４年１０月２９日（水） 

2014～15年度 クラブテーマ 

『和を以て貴しとなす  』 

今後の予定  

１１月 ５日（水） 

・周年ﾘﾊｰｻﾙ 

・定例理事会 

 

１１月１２日（水） 

・「ﾛｰﾀﾘｰ財団月間に因んで」 

 山口尚志 委員長 

 

１１月１５日（土） 

・創立40周年式典・祝賀会 

 

１１月１９日（水） 

 ⇒15日（土）変更  

 

創立４０周年記念事業       

        樟葉駅前時計台  除幕式例会 プログラム 

「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 

３分間スピーチ 

11月 ５日原田武夫会長 

11月12日宮田 明 会員 

【第１部】除幕式 12:00～ 樟葉駅前広場 

 ●開式の挨拶 

 ●会長挨拶            会長 原田武夫       

 ●来賓紹介                 枚方市長    竹内  脩 様 

                  枚方市土木部 部長     小山  隆 様 

           樟葉校区ｺﾐｭﾆﾃｨ協議会 会長  森本万治郎様 

       京阪電気鉄道㈱  ｱｾｯﾄ事業部部長  河辺正人様 

 ●来賓祝辞         枚方市長 竹内   脩 様    

 ●時計台除幕 

 ●閉式の挨拶 

 

【第２部】例会 12:40～ くずはｺﾞﾙﾌ場３F 

  ●開会点鐘            会長 原田武夫     

 ●友情と親睦の握手 

 ●国歌斉唱 

 ●ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ「奉仕の理想」 

 ●お客様紹介 

 ●実行委員長挨拶      実行委員長 中野保博 

 ●乾杯       特別名誉実行委員長 今中七郎 

  ― 食事と歓談 ― 

 ●幹事報告 

 ●委員会報告 出席状況報告ほか 

 ●ご挨拶          枚方市長 竹内   脩 様 

 ●謝辞        ﾓﾆｭﾒﾝﾄ事業委員長 初木賢司 

 ●閉会点鐘            会長 原田武夫 

 



【 会長の時間 】  
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  原田 武夫 会長 

皆さんこんにちは。 

 

 雨が降る度に秋らしくなってまいります。体調を崩されないようご留意下さい。 

 先週１９日(日)には、伊賀上野で野球同好会試合が有り、よい汗を流してまいりました。 

 

 今週は地区委員会より２つ、お願いが有ります。 

１つ目は、地区「災害支援委員会」より 

災害の度に協力願っております「その都度募金」と新たに「積立募金」をお願いしたい。 

それは、年間１人当り1,000円を3年5年と積立てておき、支援に回すという事です。 

是非とも地区委員会の決定に賛同してほしいそうです。皆様のお知恵をお借りしたいと思 

います。 

２つ目は、地区「米山奨学委員会」より 

今年度の目標は１人30,000円お願いする。 

寄付には「普通寄付」と「特別寄付」が有り、今年度は普通寄付、１人5,000円でしたので、 

例年通り6,000円寄付しております。 

したがいまして、１人当り24,000円の追加を要請されています。 

ちなみに今年度の予算は141,900万円です。 

奨学生は７４２名、また詳しい事は委員長よりお話しが有ると思います。 

 

 今週２５日（土）、5クラブ合同ゴルフコンペが枚方カントリーで行われます。友情と親      

睦を深めたいと思います。担当していただく方々、よろしくお願いします。 

 

 以上で会長の時間を終わります。 

RI2660地区 2014-15年度 地区大会 
 

 

 ●１２月６日（土）第２日目 

 ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾎｰﾙ 

 13:20～本会議 

 15:30～特別公演歌談 

    「闌(TAKENOWA)の会」 

●１２月５日（金） 第１日目 

 ｼｪﾗﾄﾝ都ﾎﾃﾙ大阪 

 14:00～開会式   

 15:20～分科会○会長･研修ﾘｰﾀﾞｰ部門 

        ○一般奉仕部門 

        ○新入会員部門 

 18:00～RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 
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  地区より米山奨学事業にかかる年度寄付のお願いが届きました。地区内寄付一覧

表では、当クラブの前年度寄付実績は個人平均寄付額が１０，６１５円、特別寄付者割

合が２６．９％となっています。 

 今年度、地区の米山特別寄付は、一人当たり25,000円に設定され、より多くの会員か

ら寄付が募れるようにとのことです。当クラブは、年間一人当たり6,000円の普通寄付を

していますが、地区からは普通寄付を一人当たり5,000円にし、その差額は特別寄付に

加算してほしいという事です。この背景には、特別寄付のみが個人表彰の対象となって

いること、少しでも特別寄付をされている会員の割合を増やしたいという想いのようで、

これらの寄付は、10月の米山月間だけではなく一年中受け付けられていますので、

会員皆様ご協力の程よろしくお願いいたします。 

 （この後、米山梅吉氏の生涯DVDを放映） 

米山 梅吉（よねやま うめきち）（1868～1946）  日本のロータリーの創始者。      

 1868年2月4日、大和国高取藩の和田氏の三男として東京に生まれ、父の死後、

母の故郷の静岡県長泉（現米山梅吉記念館の所在地）に移り、中学生まで、ここで

過ごします。1883年上京し、1887年、米山家に養子として入籍。同年渡米し、学問

を修め1895年帰国後、三井銀行に入行しました。 

 その後1918年の渡米中、ダラスロータリークラブ（ＲＣ）のロータリアンになっていた

福島喜三次の紹介により、彼はロータリークラブと出合いました。そして帰国後の

1920年10月、米山梅吉は東京ＲＣを創立し会長に就任しました。幹事は福島喜三

次で、これが日本のロータリークラブの第一歩となりました。文筆に優れた彼には、

ロータリー関係の主な翻訳書に、ポール・ハリスが著した『ロータリーの創設者ポー

ル・ハリス』、『ロータリーの理想と友愛』（原題は『This Rotarian Age』）があります。 

また1952年、東京ＲＣは彼の功績を記念し、日本で学ぶ外国人留学生に対して支

援を行う「米山奨学制度」を構想しました。現在の「ロータリー米山記念奨学会」で

す。彼は1946年4月28日、長泉にて逝去。お墓は記念館近くと横浜市の総持寺の2

か所にあります。  

 

 

【 卓 話 】「米山月間に因んで」  米田勉 米山奨学委員長 

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 

米田 勉  委員長 

   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 

 

10月22日(水)は米山特別寄付にご協力頂きありがとうございました 合計７万円／８件  


