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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 

    林 宏毅 会員 

 

●卓話 

 「識字向上月間に因んで」他 

   嶋田 愛親 社会奉仕委員長   

●その他 

 ・ニコニコBOX報告 

●13：30閉会の点鐘 

●本日の会合 

＜定例理事会＞ 敬称略 

 北川、原田、高島、小北、日野 

 三木、橘、山口伊、嶋田、米田 

 木﨑、西田、重田  

 

 

おめでとうございます！ 

 

３月 入会記念日 ３月 お誕生日 

北村  隆会員（S45年） 

金森市造会員（S61年） 

國田欣吾会員（H11年） 

上野  徹会員（H11年） 

山口尚志会員（H11年） 

中谷賀久会員（H20年） 

多田利生会員（H20年） 

 

嶋田愛親会員（18日） 

田中一眞会員（21日） 

 

 

3/19 原田武夫会長エレクト 

26日 三木 彰 会員 
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3/12 

（水） 

定款により休会③ 

3/19 

(水) 

・外部卓話 

タイアカ族支援報告 

原田義之様 

（ﾁｪﾝﾗｲRC会長） 

・被選理事会及び 

次年度委員長会議 

3/26 

(水) 

・卓話 未定 

・40周年実行委員会 

3/ ２ １

(金祝) 

・枚方RC・くずはRC 

 親睦ゴルフコンペ 

 交野ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 

 8時スタート 

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１９０１回 例会  

２０１４年３月５日（水）くずはゴルフ場 



北川順清 会長 

【 会長の時間 】 

 今年は気候のご挨拶から始めることが多いかも知れませんが、夏の猛暑から台

風や大雨による被害、先日は大雪にみまわれ関東地方では大混乱になりまし

た。今日の雪予報は無くなりましたが、春はもう少し遠いようです。 

 さて、親睦委員会よりお客様の紹介をして頂きました通り、本日は大東中央RC

から西垣文雄様、岡市勝男様が、本年度「春のライラ」を５月４日～６日に主幹頂

きますそのＰＲにおいで下さいました。西垣様は４年前、駕田会長年度に３組の

ガバナー補佐をされ、私も幹事で１年間大変お世話になりました。このライラも実

行委員長を務めて戴いていると田中会長からお聞きしておりましたが、自らがＰＲ

にお越しいただき恐縮致します。後ほどに宜しくお願い致します。 

 また、本日は外部卓話者といたしまして、伏見たかし様にお越しいただきまし

た。伏見様は枚方市議を２期８年務められ、現在は府会議員での活躍と中之島

RCの会員であります。本日の卓話は、現職である府議会についてお聞き出来る

そうです。伏見様には十分なお時間をお取りしたいと思いますが、少し時間を頂

きます。  

以前に会長の時間でお話をしました医学博士でありながらスポーツドクターと

して多くのトップアスリートを支え、エクササイズ本にはベストセラーもあり、テレビ

や講演活動もされている中村格子さんの随想を紹介した件であります。題名は

「リミッティングビリーフ」を打ち破れです。思い出されたでしょうか？ 

 「自分はこんな人間だ」「自分はこれくらいしかできない」このようなセルフイメー

ジをメンタルトレーニングの世界では「リミッティングビリーフ」（限界の確信）と言

い、トップアスリートの最後の勝負は、如何にこのリミッティングビリーフを打ち破る

ことだ。打ち破った喜びはスポーツにとどまらないと紹介致しました。 

 ソチ・オリンピックでのメダリストや、活躍された選手のインタビューを聞きます

と、自分の能力を信じ、どれだけの想像力をもって、セルフイメージを描き、競技

されているかを知ることができました。何より自分の限界を決めているのは自分自

身であり、自分に勝つことができるのも自分自身であると言われたのを、オリン

ピックで思い出しましたので、再度のお話となりました。  

 最後に、２１日（金）から地区大会です。先週より幹事から参加要請を致しており

ますように、皆様方にはご出席をお願いしまして会長の時間を終わります。 

 

【 春のライラ PR 】 

 ホストクラブ 大東中央RC      実行委員長 西垣文雄 様             

 来る5月に開催されます「春のライラ初級」のホストを引き受けました。ホストより2

つのお願いがございます。一つは皆様のご協力、そしてもう一つは参加者の推

薦でございます。当クラブは会員数29名の小規模クラブでございますがクラブ一

丸となって一生懸命頑張っておりますので、どうか一人でも多くのご登録とご推

薦をよろしくお願い致します。  

    

【 卓 話 】 

「大阪府議会の現状」  府議会議員 伏見たかし 様 (中之島RC所属) 

  

 

  

2月19日例会 

    西垣文雄実行委員長（左） 

    岡市勝男会長エレクト（右） 

   伏見たかし府議会議（左） 



【 会長の時間 】 

 2013～14年度の地区大会本会議に合わせての移動例会を、今年も実施しまし

た。終了時間が17時30分ですので大変長丁場ですが、最後まで宜しくお願いを

致します。 

 さて、大会1日目の開会式と合同研修会・RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会に日

野幹事と出席、合同研修会には金森会員・中谷会員も出席されました。 

 研修会の第2部に：奉仕の現場からの報告と題しまして、カンボジアでの奉仕活

動を西口三千恵さんより、被災地支援活動を倉内菜穂子さんよりありました。お

二人は、ロータリー財団国際親善奨学生から素晴らしい活躍をされています。冊

子の49P～50Pに記載されていますので後ほどお読みください。 

 被災地支援活動を報告された倉内菜穂子さんですが、帰国後には沖縄県立

中部病院で看護師として務めておられたのですが、震災をきっかけに宮城県石

巻市へ移り住み、医療支援のため保健師として働き感じたことの報告でありま

す。 

 悲しみ、喜び、孤独、苦悩。現場にいてこそ学んだことを皆さんにお伝えした

い。「人を助ける、という概念をロータリーから教わったんです」と話す倉内さん。

人道的奉仕に情熱を傾け、皆さんからの支援は、物資や支援金であります、ボラ

ンティアに来られた方も多くおられますが、現在では特にその現場や現地状況

に応じた支援が必要だと報告されました。 

 先々週40周年記念東北支援事業の取り組みを、山口尚志副実行委員長から

支援内容が報告されましたが、「気仙沼RC・気仙沼南RCとの協議、提案に沿っ

た支援をする。」倉内さんの話し通り、まさに的を射た決定をして頂いたと思いま

した。 

 

 

【 移動例会および地区大会本会議 】 

2月22日移動例会及び地区大会本会議 

＜移動例会＞ 

於：中華料理 皇家龍鳳 

  ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙH大阪15F 

   

11:30  開会点鐘 

         友情と親睦の握手 

          ロータリーソング 

        会長の時間 

         幹事報告 

         委員会報告 

         食事と歓談 

12:30  閉会の点鐘 

 
＜地区大会本会議＞ 

於：大阪国際会議場 

   

12:30  登録受付 

13:00 本会議 

15:30  特別講演   

    「日本の進路と誇り 

         ある国づくり」 

    講師 櫻井よしこ氏 

17:30 終了 



ニコニコ箱 合計 \10,000 累計 ¥914,775 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊遅刻したお詫びです              稲田義治 

＊春のライラのご挨拶             大東中央RC 

○本日の配布物 

①3月5日週報 

②ロータリーの友3月号 

③2013年手続要覧 

④卓話資料 

⑤第4回七つ星歩く会ウォーキングへのお誘い 

⑤長尾駅前時計台寄贈式 お知らせ 

○本日の回覧物 

①3月出席予定確認表 

②ガバナー月信3月号 

③2012-13地区委員会活動報告書 

○地区行事等出席報告 

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 

 

○地区行事等出席予定     

3/19 地区職業奉仕委員会      國田、林宏毅 

3/29 PETS地区合同研修ｾﾐﾅｰ 

               原田、初木、林宏毅、木﨑 

3/29 長尾駅前時計台寄贈式  

5/10 新旧職業奉仕委員長会議・反省会 

 

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３月の 

 ロータリーレート １＄＝１０2円 

 

第１８９９回例会出席報告（２月１９日） 

総会員数 出席者 出席率 

５２名 ３６名 ７５．００％ 

第１８９６回 例会補正後 出席率 ８４．００％ 

   メーク ３名  欠席 ８名  除外 ２名 

第１９００回例会出席報告（２月２２日） 

総会員数 出席者 出席率 

５２名 ２４名 ５３．３３％ 

第１８９７回 例会補正後 出席率 ８０．００％ 

   メーク ３名  欠席 １０名  除外 ２名 

 

ブータンへの旅 その２ 

 

 いつもお世話になります。山本一郎です。ブータンの

旅の目的は、ワンチュク国王に会いに行く事でした。 

 しかし人数制限をされたり、日にちや時間が流動的

で、いつ会えるか微妙な時間が経過しました。 

 そこでツアーに参加した方がブータンに着いた日に

亡くなったのです。気の毒に思った国王は皆を迎え入

れ法要をしてくれました。 

幸せの国の国王は優しい方だった。 

 広報委員長ヤマモトの世界話シリーズ その２２ 


