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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」 

●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   

     今中 七郎 会員    

 

●クラブ協議会 

 新旧合同委員会 

●その他 

 ・ニコニコBOX報告 

●13：30閉会の点鐘 

●本日の会合（敬称略） 

＜被選理事会＞  

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、源本、米田 

5/21 ― 

5/28 →31日変更 

6/4 山口伊太郎会員 
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5/21 

（水） 

・次年度地区協議会 

 出席報告 

・40周年実行委員会 

5/28 

(水) 

→31日に変更 

5/31 

（土） 

・満40年記念例会 

 ひらかた仙亭 

 18:00～20:30 

6/4 

(水) 

・卓話  

 岡山量正会員 

・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１９０９回 例会  

２０１４年５月１４日（水）くずはゴルフ場 

入会記念日祝 嶋田愛親 会員   入会記念日祝 宮田 明 会員     

おめでとうございます！ （５月度） 

誕生日祝 駕田 毅 会員     誕生日祝 橘喜久夫 SAA   誕生日祝 白井博巳 会員 

 誕生日祝 原 正和 会員   誕生日祝 林 宏毅 会員 



北川順清 会長 

 ゴールデンウイークも昨日で終りましたが、まだ休みの余韻にひたっている感じが

いたします。もちろん「仕事でしたよ」とおっしゃる会員も居られるでしょうが、恙なく

お過ごしされたことと思います。 

 

 いよいよ5月に入り、本年度も後２カ月を残すのみとなりました。週報には今月の予

定を載せていますが、次週にはクラブ協議会を開催致しまして、新旧合同委員会を

実施するなかで、次年度への引き継ぎを行います。 

 

 また、2013年の手続き要覧をお渡ししましたが、3年に一度の規定審議をもって一

部を改訂されました。それに伴い我がクラブも規定審議委員会でクラブ定款・細則

を見直し改訂されます。今日例会後の理事会にて審議し承認を求められますが、

後日にクラブ慶弔既定と共に、宮田規定審議委員長から当該改正案の通告があ

り、皆様方の承認を得まして成立となりますので宜しくお願いをします。 

 

 3週目には「次年度の為の地区協議会に出席されました、原田会長エレクトはじめ

各部門別にご報告があります。このように７月１日より発足されます原田丸の出帆に

当たりましての最終の準備期間だと思います。 

 

 そして30日には満40歳の誕生日を迎えますが、28日の例会日を31日(土)の18時

からに変更し、場所もひらかた仙亭に移しまして、全会員の出席100％例会『満40

歳記念例会』を開催します。本年度にとりましては最終章に入って参りますが、最後

までのご協力をお願い致す次第です。 

 

 さて、卓話回数も少なくなってまいりましたが、本日の卓話は「色とファッションで印

象を自分の思いのままに！」と題しまして、ファッションアドバイザーでおられます

［稲浜恵美様］の卓話を頂きます。当クラブには、なかなかのおシャレな方が多くお

られます。益々磨きをかけて頂ければ幸いかと思います。名刺交換もされていまし

たが、大いに結構だと思います。稲浜様には後ほど宜しくお願い致します。 

 

 最後に2012年度、昨年度の米山奨学生でありました、董璞玉さんから手紙が届き

ました。現在は北京の富士電機に勤めていますが、北京の様子や近況報告も書か

れていますので回覧をします。 

【会長の時間】 

 

移動例会のお知らせ 

「満40年記念例会」  

■日  時 ： ２０１４年５月３１日（土）１８：００～２０：３０   

                  （5月28日（水）の例会を5月31日に変更）        

          ■場  所 ： ひらかた仙亭  ☏ 072-846-3333  



粟津直晶 会員 

○色の性格 

 緑…分かち合いの意義 

 黄…楽しくの意義 

 青…常識的の意義（ローソンは「白と青を採用） 

  

○パーソナルカラー診断 

 ピンク― 春夏秋冬用 生地の差別を着用して説明 

 白  ―       〃 

 紺  ―       〃 

 

○服がキマると仕事も決まる！デキる男の仕事服！ 

 あなたのセルフイメージを具体化します。 

 男は中身だ！それはもちろん、そうなんです。 

 でも、外見も大切。 

 「人は見た目が9割」。 

 人を印象で判断するには、人間のメカニズム。 

 内面と外見が一致したらそれはあなたの大きな魅力になりませんか。 

 顔や体型を変えるのは難しい。 

 でも、ファッションやスタイリングであなたの魅力を伝えることはできる。 

 あなたが外見に自信を持てたとき、あなたの立ち振る舞いが変わってくるはず。 

 そう自信に充ち溢れた男性はだれがみてもカッコいい。 

【外部卓話】「色とファッションで印象を自分の思いのままに！」 

      men’sファッションコンシェルジュ  稲浜 恵美 様 

 

【3分間スピーチ】       粟津 直晶 会員 

○北大阪商工会議所内の青年部員として活動中 

○会員215名、全国11番目の地位 

  脚で会員増強運動に努力、寝屋川地区に主力を傾注 

 

稲浜恵美 様 



ニコニコ箱 合計 \50,000 累計 ¥1,086,640 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊誕生記念をいただいて           駕田  毅 

＊入会記念品をいただいたお礼に     宮田  明 

＊警察関係で大阪府より憲法施行記念式で 

 表彰状を頂いたよろこびに         高島叔孝 

＊誕生日祝ありがとうございました      白井博巳 

○本日の配布物 

①５月14日週報 

②第1回情報集会開催のご案内 

③13-14年度ﾆｺﾆｺ箱累計のお知らせ 
 

○本日の回覧物 

①6月出席予定表 

②13-14秋の上級ライラ報告書 
 

○地区行事等出席報告 

5/10 職業奉仕新旧委員長会議・反省会 

                     國田、林宏毅 

○地区行事等出席予定  

5/24 青少年部門新旧正副委員長会議 

               木﨑、白井、田中、粟津 

6/14地区会員増強セミナー      原田、上山 

     

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５月の 

 ロータリーレート １＄＝１０2円 

 

第1908回春季家族例会出席報告（５月７日） 

総会員数 出席者 出席率 

５２名 ３６名 ７２．００％ 

第１９０５回 例会補正後 出席率 ８２．００％ 

   メーク ３名  欠席 ９名  除外 ２名 

 

サンクトペテルブルグにある 

     エカテリーナ宮殿    
 ビュードルロシア皇帝の后であったエ

カテリーナから名前を付けられた。ロシ

アサンクトペテルブルグにあり、贅沢の

極み、琥珀の間は荘厳である。第二次

世界大戦時、ナチスドイツに琥珀が略

奪されたが、2003年に修復工事を終

え、私は丁度1年後に見学する事ができた。ビュードル大帝は、火が好きで、火事があると部下を連れ市内まで見に行

くおバカさんだった。エカテリーナは、男が大好きで、街に放火させると大帝が長時間出ていく事を知っていたので、サ

ンクトペテルブルグは放火が耐えなかった。大帝の留守中悪女エカテリーナに手玉にされた男の数は凄かったそうだ。 

 広報委員長ヤマモトの世界話シリーズ その２６ 

 

おめでとうございます！ 

 

 

 

 

 

 

 

高島叔孝 直前会長 

 

永年に亘り地域の少年非

行防止活動に従事された

功績が称えられ、大阪府

知事より表彰されました！ 


