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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 

●国歌斉唱 

●ロータリーソング 
「奉仕の理想」 
●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 

 高島叔孝会員 

 

●卓話「東北訪問報告」 

 ・奨学金授与式報告 

 ・周年事業打合せ報告 

●その他 

 ・ニコニコBOX報告 
●13：30閉会の点鐘 

●本日の会合 

 ＜定例理事会＞ 

 北川、原田、高島、小北 

 日野、三木、橘、山口伊太郎 

 嶋田、米田、木﨑、西田 

 重田  

おめでとうございます！ 

 

２月 入会記念日 ２月 お誕生日 

木﨑信也会員（H19年） 

 

 

 

 

日野守之会員（5日） 

西田英夫会員（15日） 

足立恒雄会員（20日） 

川島吉博会員（22日） 

南  武 会員（24日） 

重田惠年会員（25日） 

 

 

12日 國田欣吾会員 

19日 山口(尚)会員 

22日 ― 
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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) 

・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 

 

今日の歌 

「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 

今月の予定 

３分間スピーチ 

第１８９７回 例会 

２０１４年２月５日（水）くずはゴルフ場 



北川順清 会長 

 気仙沼RCの奨学金授与式と我がクラブ40周年記念事業の打ち合せに原田エ

レクト・小北副会長・40周年実行委員会から、中野実行委員長はじめ各事業委

員長さんお帰りなさい。御苦労さまでした。お役目と気仙沼RC並びに気仙沼南

RCとの親睦もまたより深めて頂いたものと思います。お礼申し上げます。 

この報告は次週に時間を取りたいと思いますので宜しくお願いします。 

 先週の土曜日には香里園RCの主幹で、今年度のⅠ．Ｍ．が開催されました。

皆様には年当初の年間予定からお知らせし、12月11日には香里園から副実行

委員長の小泉様と坂井会員とでＰＲにも来られました。皆様方はよくご存じであっ

たことと思いますが、出席されたのは１３名でありました。 

 私は、非常に寂しい、残念な、悔しい気持ちと、本当に恥ずかしくなりました。

週明けから気仙沼に行って頂く事業もありましたが、40周年を迎えるＩＭ3組で一

番会員数の多い大きなクラブですよ、１３名 出席率２５％を切るのですから。他

クラブから“くずはさん如何されたのですか”厳しいお声も聞きました。私は、会員

の皆様方に如何されたのですかとお聞きしたい。  

 さて、福家ガバナーのテーマが「感動の体験を!!人々にも、自身にも」ですか

ら、社会奉仕委員長の嶋田委員長に担当願い、各クラブからの出向者と共に検

討され平田進也氏の講演をメインとしたⅠ．Ｍ．が実施されました。 

内容は「サービスのプロに学ぶ人の心の掴み方」 ～すべての行動はお客様の

「笑顔」のために～  90分間息つく間もなく平田節で講演されました。 

 平田進也様の、フェイスブック・ブログ等で見ることも聞くことも出来ますので割

愛をしますが、サブテーマ ～すべての行動はお客様の「笑顔」のために～ は

ロータリーの真髄であります、奉仕に置き換えることができると思います。良い講

演でありました。 

 本日の卓話は、森川会員の「気学について」とあります。先週の山中会員の「い

ろいろいろいろ１千万＋α」同様にお題が謎めいていますが、お聞きしたいと思

います、宜しくお願いし会長の時間を終わります。 

【会長の時間】 

 
  

 

 

 

 

 

2013-14年度上期皆出席表彰 

 

 原田武夫、畠仲 聡、初木賢司、日野守之、平尾公介、今中七郎、岩本昌治、駕田 毅、金森市造、北川順清 

 北村  隆、木﨑信也、小北英夫、國田欣吾、三木  彰、宮田  明、森川正敏、中谷靜雄、嶋田愛親、高島叔孝 

 橘喜久夫、上野  徹、上山芳次、山口伊太郎、山口尚志、山中  卓、米田  勉       27名 

紙面の都合により当日授与会員の一部のみ掲載しました 



＜枚方RCとの親睦ゴルフコンペ ＞ 

  

  ■日 時  2014年3月21日（金・祝日） 

  ■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 
 

         

     

    『冬の風情豊かな大原の名刹を訪ねて』  「七ツ星歩く会」を懐しみつつ 2014.1.31 
 

 

 凍てついていた京都洛北の冬はこの日、1月31日だけは好天に恵まれ、京阪電車出

町柳駅から叡山電車にて比叡山の麓高野川沿いにひっそりと佇む八瀬へと向かいまし

た。先ずは聖徳太子が創建された天台宗の尼寺で平清盛の娘、建礼門院徳子が余生

を送ったといわれる寂光院を訪ね、被災害後の立派な

本堂と「平家物語」ゆかりの汀の池や桜木などを鑑賞。  

 続いて三千院へと急な坂道を歩み始めたものの、花

の季節ではないため、側道へと移り、さらに険しい山道を300ｍ登り、天台宗の古刹、来

迎院へ漸くたどり着くことができました。 

 ここは、平安末期に建立された本堂に現世、過去世、来世の3つの如来像（重要文化

財）が祀られてあり、下界と隔絶されたような静けさに心が洗われ、ここまでの足並みの

重さが癒されました。意義深く、自然の豊かさを求めて歩んだ道も、やっと下山の行程に移り、ほっとしながら道中、特産

の煎餅店で緑茶を嗜み、最後には三条駅最寄りの憩いの店にて足を揉むことができたのは、望外の幸せでした。 

     「ほととぎす 治承寿永の御国母 三十にして 経よます寺    （与謝野晶子 詠歌）」 

      参加者：山中、上山、中谷靜雄、上野、北村     

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 

 気学によってあなたの運気は開かれる 

 

 気学は古代中国に源を発する占術で、現代我が国では方位学と呼ばれ

て親しまれています。また、天地自然の万物の象徴としての９つの星を

もとにして判断するところから、東洋占星術などともよばれています。 

 今からおよそ４５００年前中国ではじめられた気学は、仏教の伝来と

期を一にして日本に伝えられました。さらに西暦６０２年、百済の僧・

観勒（かんろろく）によって『遁甲方術（とんこうほうじゅつ）』『暦

本』『天文地理書』などが朝廷に貢ぎ物としてもたらされたことが『日

本書記』に記されています。そして、この『遁甲方術』が日本の現代気

学の礎となったのです。 

【卓話】「気学について」 

            森川正敏 会員 

森川正敏 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） 

＊身内に喜び事がありうれしいです      金森市造 

○本日の配布物 

①２月５日週報 

②ロータリーの友2月号 

③2014-15年度委員会構成表 

④米山奨学会確定申告用寄付金領収証 

 （特別寄付者のみ） 

⑤ロータリー財団確定申告用寄付金領収証 

⑥七つ星歩く会第3回ウォーキングのお誘い 

⑦抜萃のつづりその七十三（クマヒラ寄贈） 

○本日の回覧物 

①2月出席予定確認表 

②ガバナー月信2月号 

○地区行事等出席報告 

1/30地区災害支援委員会           初木 

2/1地区職業奉仕委員会           國田 

○地区行事等出席予定     

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） 

2/14 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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２０１４年２月の 

 ロータリーレート １＄＝１０2円 

 

第１８９６回例会出席報告（１月２９日） 

総会員数 出席者 出席率 

５２名 3９名 ７８．００％ 

第１８９３回 例会補正後 出席率８２．００％ 

   メーク ４名  欠席 ９名  除外 ２名 

【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長尾駅前 
 

 

      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！ 


