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『 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  

  「我等の生業」 

●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 

 

  

 

●クラブフォーラム 

 次年度地区協議会出席報告 

●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） 

＜40周年実行委員会＞  

中野、宮田、山中、小北、山口尚志 

國田、北川、原田、日野、岡山 

源本、畠仲、初木、多田、川島 

5/28 →31日変更 

6/4 山口伊太郎会員 

6/11 米田 勉 会員 
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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 

 

6/11 

（水） 

・卓話 

 平尾公介会員 

・被選理事会 

今日の歌 

「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 

今月の予定 

３分間スピーチ 

第１９１０回 例会  

２０１４年５月２１日（水）くずはゴルフ場 

 

ロータリーの行動規範が改訂されました！ 
                          2014年1月のRI理事会決定により 

【補足】ロータリーの行動規範は以前ロータリーの職業宣言と 

 呼ばれていたもので、2011年9月のRI理事会決定により呼称 

 及び内容が変更となっております。 

ロータリーの行動規範 
 
   ロータリアンとして、私は以下のように行動する。 
 

  １．個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基準をもって行動する。 

  

   ２．取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職業に対して尊重の念を 

     もって接する。 

 

   ３．自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、特別なニーズを抱える 

     人びとを助け、地域社会や世界中の人びとの生活の質を高める。 

 

   ４．ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とすような言動は避ける。 

 

   ５．事業や職業における特典を、ほかのロータリアンに求めない。  



北川順清 会長 

 先週の会長の時間には、本年度も後２カ月を残すと申しましたが、今日は14日

「後１カ月半となりました」と申さなければなりません。 

 

 さて、ロータリーの友「5月号」には、特集“わたしたちの活動”が報告されていま

す。それは、「国際ロータリー戦略計画」の３つの優先項目（１）クラブのサポートと強

化（２）人道奉仕の重点化と増強（３）公共イメージと認知度の向上があります。この

戦略計画は、年当初の会長方針でもお話しました。   

 

 この目標の１つとして挙げられている「行動を主体とした奉仕活動を推進する」をと

りあげ、国内、特に地域社会での活動は、その基本となります。それでは“各クラブ

ではどのような活動をしているのでしょう”と特集として紹介されています。   

 

 “わたしたちの活動”とありますように、各活動時におけるロータリアン自身の取り

組み方、かかわり方に感心しました。環境問題や震災復興支援活動報告、特に、

青少年奉仕活動の事例を多く取り上げて紹介されています。 

 

  

 以前の会長の時間に人工減のお話もしましたが、その対応策の一つに社会保障

給付も見直し「出産・子育て支援の倍増」を目指すとされるようです。我がクラブの

奉仕活動も、社会奉仕活動はもとより年々青少年奉仕活動が多く充実して来ていま

すが、ますます重要な奉仕活動になります。 

 

 本日は、新旧合同委員会を開催し引継ぎの打ち合わせを行います。次年度は広

報委員会にインターネットコミニュケーション委員会を、職業奉仕委員会にボラン

ティア委員会を統合されるなど、委員会構成の変更があります。幹事の指示に従っ

て頂き、委員会別に十分な話し合いとご検討頂きまして、次年度原田会長のもと素

晴らしい運営がされますように期待するところです。 

 

 そして、RI指定記事「ＧＬＯＢＡＬＯＵＴＬＯＯＫ」を見られたと思います。次年度に

おきましても、RIテーマ（ロータリーに輝きを）実現のための具体的目標に「会員増

強」があります。もしも引継ぎ及び話し合いが済みましたならば、《会員増強の懸命

な取り組み》又は《出席率向上の対策》について、話し合って頂きたいと思います。 

  

【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  



 今中七郎 会員 

新旧合同委員会（引継）開催 ２０１４．５．１４ 

 

 ２０１３－１４年度委員長、次年度委員長予定者は、それぞれの

体験とともに本年度の業績を顧みながら、次年度への申し送りを

行い、引継（話し合い）を終えました。 

 

【クラブ協議会】 

【3分間スピーチ】       今中 七郎 会員 

○人口の割合 

 ・国民の４人に1人が老人の割合となっている人口配分状況 

 ・認知症患者も増加の傾向 

○関心事と対処策 ― 自信と努力で励行できることごと 

 ・食事への配慮…戦前と比較できない食材の好環境を最大に活用 

 ・運動…速度ある歩行、筋力の強化 

      ①握力の増強（大小の器具の利用 一日300回以上） 

                手のひらで握る握力器の活用 

      ②脳細胞の活性化 

      ③一日５千歩の歩行（最大１万歩） 

 ・好奇心の育成  

      東京での高層ビル、天王寺のハルカスビルなど珍しい建築事象への 

      関心を見過さないこと 

「第１回情報集会」のお知らせ  
     ■日  時 ： ２０１４年６月１１日（水）１８：００～                       

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

            ■会  費 ： 会員５，０００円 ご家族３，０００円 

            ■締  切 ： ２０１４年６月４日（水） 

      ※40周年を迎える年度に家族も含めてクラブの歴史と伝統を認識することを趣旨とし開催致します。 



ニコニコ箱 合計 \55,000 累計 ¥1,141,640 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊ﾆｺﾆｺ補充分                   國田欣吾 

＊例会欠席のおわびに             重田惠年 

＊今中先輩のスピーチ感動しました！    稲田義治 

＊4月誕生記念品をいただいて        原田武夫 

＊欠席のおわびに                 小林正彦 

＊誕生記念品を頂きありがとうございます  林  宏毅 

＊本年度残り少なくなりましたので      田中一眞 

○本日の配布物 

①５月21日週報 

②ロータリー手帳２０１４-１５年度（申込者のみ） 

○本日の回覧物 

①6月出席予定表 

②2013-14年度Ｉ．Ｍ会計報告（香里園ＲＣ） 
 

○地区行事等出席報告 

5/16 ＩＭ3組会長幹事会      北川、日野 

○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/ 

 
 

    国際ロータリー 第2660地区 
   創立：1974年5月30日 承認：1974年6月25日 
        クラブ名称変更承認：2005年6月  6日 
         会   長  北川 順清    
         広報委員長  山本 一郎 
 

KUZUHA ROTARY CLUB 発 行 

 

２０１４年５月の 

 ロータリーレート １＄＝１０2円 

 

第1909回例会出席報告（５月14日） 

総会員数 出席者 出席率 

５２名 ３２名 ６８．０９％ 

第１９０６回 例会補正後 出席率 ８４．００％ 

   メーク １０名  欠席 ８名  除外 ２名 

 

       チェコにあるプラハ城 
 9世紀頃着工し、完成ま

で6世紀もかかったチェコ

プラハ城。 プラハ城下に

あるフ ラン チ ャヌイ 広場

は、映画レ・ミゼラブルや

アマデウス等に使われた

場 所 で ある。  城 と つ な

がっているカレル橋は、手

を柱につけて願い事を記

しておくと叶うといわれてい

る。現在はチェコ大統領府が城内に置かれ、世界の名城25にも選ばれる格式高い城である。 

 広報委員長ヤマモトの世界話シリーズ その２7 

 

         外観写真                                      キリスト磔刑像 

         < お知らせ  > 
   クラブメールHPアドレスがかわります！    
 

＊メールアドレス 新 info＠kuzuha-rc.jp 
 

＊ＨＰアドレス  新  http://www.kuzuha-rc.jp/  
 

※旧メール・ホームページアドレスは 

 6月6日より閉鎖致しますのでお手数ですが

変更の程よろしくお願いいたします。 


