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2013～14年度 北川会長テーマ 

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

●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 

  國田欣吾会員 

●卓話「目には見えないけど 

   大切なもの」 初木賢司会員 

●その他 

 ・ニコニコBOX報告 

●13：30閉会の点鐘 

●本日の会合 

 ＜被選理事会＞ 敬称略 

原田、小北、北川、上山、岡山 

國田、白井、宮田、初木、林宏毅 

田中、稲田義治、源本、米田 

19日 山口(尚)会員 

22日 ― 
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2/19 

(水) 

・外部卓話 

 伏見たかし様 
・40周年実行委員会 

2/22 

(土) 

・移動例会 11:30～ 

 於：皇家龍鳳 

   （ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ15F） 

・地区大会本会議 

 於：大阪国際会議場 

 13:00～ 

2/26 

(水) 

→22日(土)に変更 

 

3/5 

(水) 

 

 

・卓話「識字率向上

月間に因んで」 

 嶋田愛親委員長 

・定例理事会 

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 

第１８９８回 例会 

２０１４年２月１２日（水）くずはゴルフ場 

おめでとうございます！ ２月度お誕生日御祝  

誕生日祝 足立恒雄 会員      誕生日祝 南  武 会員     

誕生日祝 川島吉博 会員      誕生日祝 高島叔孝 会員     

誕生日祝 重田惠年 会員       誕生日祝 日野守之 幹事     



北川順清 会長 

 2月は「世界理解月間」です。西田国際奉仕委員長の卓話を予定していました

が、所要のため欠席されましたので、私より本年度の国際奉仕についてお話をし

ます。皆様方へは米山・ロータリー財団の各月間には、多大の寄付をお願いし、

ポリオプラス撲滅運動にもご理解を賜りましたことを、まずお礼を申し上げます。 

 

 さて、私どものクラブは2011年度よりJALET（タイ国学生日本語教育環境支援

プロジェクト）を敢行されている原田義之氏の支援を行っています。以来毎年来

訪され卓話を頂いておりますが、昨年度は4月10日に来訪されまして会長・幹事

と私次年度と一緒に話し合う機会をもっていただきました。 
 

 タイ・アカ族の子供たちへの「就学支援」と「識字率向上」奉仕に、69歳の我が

身を張って行っています。そして、彼ら自らが「自活できる生活サイクル支援」を

実践し、地道ですが最も確かな識字率向上支援をしていますと、お聞きしまし

た。私たちの継続支援の必要を感じましたし、更に踏み込んだ支援「自活できる

生活サイクル支援」が出来ないか、「輝く瞳に会いに行こう」と西田委員長と話し

合ってきました。 

 毎年行われる「JAPANDAY」（アカ族を支援する日本のボランテアNPOや企業

が参加するイベント）に見学と参加で検討しましたが、ここで実施しても見学のみ

に終わる公算が大きいと判断し、断念致しました。 

 だからでは無いのですが、子供たちへのお土産代として予算も取っていました

ので、代わりといたしまして学習ノートを送ることとしました。森川会員にも協力願

い、会社隣のアピカ㈱様からノート250冊を（10円＋消費税）2,625円で購入で

き、ただ今、郵送の準備をしているところです。ノート250冊は「ゆめの村」の子供

達の2年分位だそうです。 

 そして、本年度も原田義之様を迎えて3月19日の例会に卓話を賜ります。 

 また、友好クラブ台湾．鹿港東RCとの件でありますが、昨年の9月には創立8周

年の案内が、許火旺会長名で頂きました。返事には、創立8周年のお祝いは申

し仕上げましたが、私の気持ち（このままの形で友好を続けていくことに意義があ

るのか、ご迷惑をお掛けするだけではないかと心を痛めております。）をお伝え

し、ご理解と対応を求めて終わっています。 

 

 さて、今日は先週に気仙沼RCの奨学金授与式と我がクラブの40周年記念事

業の打ち合せに行って頂きました報告を受けたいと思います。 

 1泊2日の強行にも関わらず、例会終了後に第6回実行委員会を開催し、報告

事項を含めまして多くの事業を決定して参りました。「奨学金授与式」の報告は

小北副会長から報告を頂き、40周年につきましては山口尚志副実行委員長に

お任せしまして、東北支援を含めまして会員の皆様に報告を頂きます。 

【会長の時間】 



気仙沼ＲＣ育英奨学助成金交付式報告     副会長 小北英夫         

 当クラブは震災直後より気仙沼ＲＣを継続支援しており、その支援金は育英奨

学助成金として市内の高校生に交付されています。その交付式が１月２８日にあ

り是非参加して頂きたいと先方からの依頼で、原田会長エレクトはじめ8名で出席

して参りました。 

 前日の1月27日午後6時半に伊丹空港に集合し、19時半のフライトで仙台空港

に到着、ホテルに到着したのは夜10時でした。翌朝8時にはホテルを出発、いま

だ復興半ばの気仙沼市へと約3時間かけて例会場のサンマリン気仙沼ホテル観

洋へと移動しました。 

 そして、学業やクラブ活動など特に優れた気仙沼市内6高校3年生11名の生徒

さんに10万円ずつ贈られる交付式がはじまり、先生が推薦理由、生徒さんからは

3年間の思い出そしてお礼の言葉がありました。中でも震災当時、中学3年生で高

校生活が5月から開始されたこと、自宅が流され避難所で祖母の介護をしてくれ

たボランティアの方との出会いがきっかけで、将来人のために働きたいと話してく

れた生徒さん、３つの高校が１つのグランドを使うという環境の中で全国大会に出

場しみごと準優勝を成し遂げた生徒さん、３年間主席で無遅刻無欠席の生徒会

長を務めている生徒さんなど「将来はこのふるさと気仙沼に恩返しをしたい」という

決意をききながら、未来の小保方晴子さん（ＳＴＡＰ細胞発見）のような方がここか

ら出てくるのではという期待と、我が日本の若者も捨てたものではないと感じまし

た。当クラブの東北支援金が微力ながらも、そのお役に立てていることを心から嬉

しく思い、気仙沼を後にしました。 

 今回長時間運転をして頂いた國田さん粟津さん源本さん、その上國田さんには

飛行機・レンタカー・ホテルの手配までお世話して頂き、ほんとうにありがとうござ

いました。この場をお借りし御礼申しあげます。 

 

４０周年東北支援事業 気仙沼ＲＣ・気仙沼南ＲＣとの協議会報告   

                     40周年副実行委員長 山口尚志 

■出席者    中野、原田、小北、山口尚志、國田、岡山、粟津、源本 

          今泉気仙沼ＲＣ会長、熊谷気仙沼南ＲＣ会長 

■主協議案件 

  （１）復興支援事業内容協議（両クラブより提案） 

  ＊気仙沼ＲＣ  ①無許可保育園の支援 ②東稜高校春の選抜高校野球支援 

            ③その他・学校の網戸 

  ＊気仙沼南ＲＣ①広島市での交流    ②浜松市でのサッカー交流 

            ③楽天野球観戦 

    事業資金について概ね秋の拠出を予定しているが4月頃の拠出について 

   何ら問題の無い事を表明。早い事業資金の方が支援に関しては望ましい事 

   で先方と合意。 以上の提案・報告・説明を受け概ね了承 

          ・気仙沼ＲＣ   無許可保育園への支援他 

          ・気仙沼南ＲＣ 教育環境の整備支援 

  （２）くずはＲＣ40周年記念式典へのご臨席依頼した 

  （３）40周年記念式典の際の「記念品」について気仙沼にて準備 

【卓話】「東北訪問報告」 

 小北英夫 副会長 

山口尚志 副実行委員長 



ニコニコ箱 合計 \35,000 累計 ¥881,775 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊85歳誕生日を迎えて              足立恒雄 

＊会員の皆様にご指導頂いたお蔭で51歳になりました 

                            日野守之 

＊日野幹事の誕生日を祝して私も誕生祝を 

  頂きありがとうございます          川島吉博 

＊65回目の誕生日を迎えて          重田惠年 

＊訪問させて頂いたお礼に    枚方ＲＣ 吉原  博   

○本日の配布物 

①２月12日週報 

②卓話資料（初木会員） 

③地区大会名札 

④ガバナー公式訪問集合写真（出席者のみ） 

○本日の回覧物 

①3月出席予定確認表 

②地区大会入場証（ご家族・知人用） 

○地区行事等出席報告 

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   

                   初木（14-15年度） 

○地区行事等出席予定     

2/14 第3組幹事会               日野 

2/15 補助金ｾﾐﾅｰ         原田、小北、原 

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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KUZUHA ROTARY CLUB 発 行 

第18回枚方RC・くずはＲＣ 

親睦ゴルフコンペ   

  

  ■日 時  2014年3月21日（金・祝日） 

          ８時00分スタート 

  ■場 所  於：交野ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 

  ■参加費 ７，０００円 

         プレーﾌｨは各自で清算 

  ■締切り 2月19日（水） 

 

   ※スタートの１時間前に集合してください 

第１８９７回例会出席報告（２月５日） 

総会員数 出席者 出席率 

５２名 3７名 ７４．００％ 

第１８９４回 例会補正後 出席率７９．５９％ 

   メーク ６名  欠席 １０名  除外 ３名 

お客様  吉原 博 様 (枚方ＲＣ） 

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 

【長尾駅前広場整備事業完成記念式典のご案内】 

 

  ■日 時 2014年3月29日（土） 11：００～12：15 雨天決行 

    ■場 所 JR長尾駅西側駅前広場北側（エレベーター横ＪＲ敷地内） 
 

    当クラブ創立40周年記念事業として長尾駅前広場に時計台を寄贈します！ 


