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第１９３５回 例会  
２０１４年１１月２６日（水）プログラム 

2014～15年度 クラブテーマ 

『和を以て貴しとなす  』 

今後の予定  

  

１２月３日（水） 

・クラブ全員協議会 

 年次総会 

・卓話「家族月間に因んで」 

  源本将人 親睦委員長 

 

１２月10日（水） 

・卓話   

   

●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 

「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 

12月  3日田中一眞会員 

12月10日北村 隆  会員 

12月17日木﨑信也会員 

●３分間スピーチ 

 駕田毅 会員   

●卓話「地区について」 

 地区災害対策委員 

  初木 賢司 会員   

●その他   

 ・ﾆｺﾆｺBOX報告 

●13:30 閉会の点鐘 

     

くずはロータリークラブ創立40周年記念式典 
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＜今中七郎 名誉実行委員長挨拶＞ 

 本日は、お忙しいところ くずはロータリークラブ創立40周年記念式典にご臨席たまわりまし

て 誠にありがとうございます。創立４０周年記念事業 特別名誉実行委員長を務めておりま

す、今中でございます。 ひとこと ご挨拶申し上げます。 

 振りかえりますと、１９７４年５月３０日 枚方ロータリークラブ様の スポンサーにより、会員２０名を以て創立総会を 

開催いたしました。それから、４０年を経過いたしました。 さまざまな奉仕事業があり、その中には、長きにわたり 継

続してきた奉仕活動、その時代に呼応した事業、その奉仕の趣旨を全うした事業、新たな奉仕活動として 成すべき

事業があります。 私ども くずはロータリークラブは、それぞれ 会員ひとりひとりが 奉仕の精神を 基盤として、 こ

の４０年を培ってまいりました。 それぞれの事業、活動の歴史はもちろんありますが、何よりも この精神をロータリー

歴の 古い会員から 新しい会員に語り継がれ、バランスよく ４０年の歴史を 一年一年と 積み重ねてきたものであ

ります。 

 私は、クラブの奉仕活動、事業活動の歴史が伝統となり、この「奉仕の精神の歴史」が大切であると確信しておりま

す。創立以来、この脈々とした精神の継続は 私どもクラブの 「誇り」でもあります。 

 本日、ここに記念すべき式典を 挙行できることは、私ども会員ひとりひとりのクラブに対する 感謝の心とともに こ

の「奉仕の精神」の再確認の機会と考え、先達が培ってこられた この精神を こころの誇りに思うと同時に次の世代

への「奉仕の精神の約束」でもあると考えております。 

 ご臨席の皆様、くずはロータリークラブの今後に、あたたかい心で お守り頂ければ幸いであります。 本日は、まこと

に ありがとうございます。 

 

＜北村 隆 歴代会長の代表挨拶＞ 

  本日は寒気厳しくなり始めました折にもかかわらず、多数の御来賓にご光来賜わりまこと

に光栄に存じ上げます。さて、顧みますと40年の歳月は、幾多の変遷とともに多忙な日々で

あったと思われます。 

発足当初の例会場は、現在の京阪電車樟葉駅前のモール街北東隅にあった喫茶店の片

隅でありました。それでも、例会を滞りなく開催するための準備はじめ、工夫は並々のもので

はありませんでした。そうして、5年毎の周年行事は意義深く、早や他界されて了われた会員皆様のご指導とお骨折り

によって実効をあげ、改めて感謝申しあげる次第です。 

 同期入会あるいは、同年者でした故人のご助力はとくに大きく眞に嬉しかった想い出が沸々と浮かんで参りまして、

これも偏えにロータリークラブ活動の賜物と痛感いたします。 

 このうえは、次のステップを堅実にあゆんでいくためにも「祇園精舎の鐘の声」とある平家物語の一節に心を馳せ、

「驕れるもの久しからずただ春の夜の夢の如し 猛き人も遂には滅びぬ偏に風の前の塵に同じ」とある源平の戦のあ

とを振り返りつつ、塵とならないよう地道な意義のある働きを続けていきたいと思います。一層のご指導とご鞭撻をお

願いしてご挨拶といたします。 

 

【 11月１５日 創立４０周年記念式典・祝賀会 】 

 竹内枚方市長より感謝状授与   親クラブの枚方RCへ感謝状贈呈   東北支援事業気仙沼・気仙沼南RC   地域奉仕活動奨励受賞者 



 

【 １１月１２日（水）例会 】 
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   原田 武夫 会長 

 

＜ 会長の時間 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 卓 話 ＞ 

 

「ロータリー財団月間に因んで」    山口 尚志  委員長 

 私より財団への寄付依頼を申し上げ、続いて、原副委員長より11月1日開催された  

地区クラブ財団委員長会議の模様を報告致します。 

「財団委員長会議報告」       原  正和  副委員長 

＊ロータリー財団とは 

1917年、アーチ C. クランフ国際ロータリー会長によって創設され、1928年、5,000米 

ドルにまで成長したこの基金は、「ロータリー財団」と名づけられ、国際ロータリーか 

ら独立した別機関となりました。 

*財団プログラムには 

地区補助金、グローバル補助金、ポリオプラス、ロータリー平和フェローシップがあ 

り、ロータリーフェローシップはポールハリス氏が強く平和を探求したという事で2002 

年メモリアルプログラムとして創設されました。毎年100名を上限として奨学金を提供 

しています。その奨学金受領者はロータリー財団が厳選した大学院で平和と紛争解 

決分野の修士号または専門能力修了証の取得ができます。 

  山口尚志 委員長 

  原正和 副委員長 
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合計   

\10,000 

累計     

\366,240 
ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊ ４０周年の御祝に                森川正敏   

○本日の配布物 

①11月２６日週報 

②地区大会ネームプレート 

○本日の回覧物 

①12月例会出席予定確認表 

②国際ソロプチミスト枚方ｰ中央ﾁｬﾘﾃｨﾊﾞｻﾞｰ券 

③14-15地区大会同好会発表会入場について 

○地区行事等出席予定（敬称略） 

12/5地区大会1日目開会式・分科会  原田、金森 

     〃     ＲＩ会長代理晩餐会 原田、白井 

12/6地区大会2日目本会議         全会員 

12/14枚方少年野球連盟懇親会   田中、粟津 

12/18地区災害支援委員会          初木 

○メークアップ 

山本一郎会員 11/18東京後楽RC 

第１９３３回例会出席報告（１１月１２日） 

総会員数 出席者 出席率 

５２名 31名 65.96％ 

第１９３０回 例会補正後 出席率 76.60％ 

   メーク ３名  欠席 １１名   除外 ２１名 

 

ロータリーレート  

11月 １＄＝１０６円 

12月 １＄＝１１２円 

●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 

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」 

      主演 小椋圭 

  
  

クリスマス大家族例会のご案内 

 

 2014年12月20日（土）17:00～20:30 

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！お楽しみに！ 

 

              親睦委員会一同 

第１９３４回例会出席報告（１１月１５日） 

総会員数 出席者 出席率 

５２名 39名 79.59％ 

第１９３１回 例会補正後 出席率 79.59 ％ 

   メーク ３名  欠席 10名   除外 3名 


