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第１９２０回 例会  
２０１４年７月３０日（水）くずはゴルフ場 

2014～15年度 クラブテーマ 

『和を以て貴しとなす  』 

今後の予定 

8月  6日（水） 

・「会員増強月間に因んで」 

 國田欣吾 会員増強委員長 

・第2回定例理事会 

・新会員ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

 

8月１３日（水） 

 定款により休会 

 

８月２０日（水） 

・外部卓話 

   

 例会プログラム   

●12:30 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 

●お食事・歓談 

●会長の時間 

●幹事報告 

●委員会報告 

 ・出席状況報告ほか 

●新会員自己紹介 

    岩渕信廣 会員 

    久保  勉 会員 

    瀬川裕一 会員 

●その他  ・ﾆｺﾆｺBOX報告 

●13:30 閉会の点鐘 

●本日の会合 

＜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 

「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 

３分間スピーチ 

8月  6日 藤原和彦会員 

8月13日  ― 

8月20日 田中一眞会員 

新会員オリエンテーション開催のお知らせ 
 

 ●日時：2014年8月6日（水）13:35～14:35 

 ●場所：くずはRC事務局 

 ●対象：久保勉会員、岩渕信廣会員、瀬川裕一会員 

 ●講師：金森市造研修委員長 

 

第８回くずはロータリークラブ杯枚方少年野球ｼﾞｭﾆｱ大会 開会式  

2014年８月３１日（日） 

於：枚方総合体育館 陸上競技場10時～ 

今年も多数のチームが参加されます会員の皆様 

ご出席よろしくお願い致します。 

 スタッフポロシャツ着用  



【 会長の時間 】  

 皆さんこんにちは。 

 昨日、梅雨が明けたとの気象報道がでております。これから猛暑が続く

と思われますが、皆様にはくれぐれもお身体をいたわって頂き、この夏を

乗り切って下さい。 

 本日はガバナー補佐 西邨智雄様、交野より会長の森昌範様、幹事の

端野秀人様、当クラブ事業に協力して下さっています枚方少年野球連盟

理事長兼くずはロータリークラブ杯大会委員長の中西俊毅様、同じく事

務局長の深松明廣様の5名のお客様を迎えての例会となります。 

 先週の木曜日、交野ロータリークラブにお邪魔して参りました。その時に

コリンウッドロータリークラブと姉妹提携をされていることを知りました。 

 私は19年前、そのコリンウッドロータリークラブに中野会員とメーキャップ

に行ったことがあります。例会場はレストランでした。夕食は会長宅にて

ホームパーティを開いていただき、翌日はクルージングとゴルフの招かれ

ました。皆さんの熱いおもてなしを今でも鮮明に覚えております。ゴルフの

時にミドルホールをワンオンしました。前の組は知らない人たちがパター

をされておりました。ホールアウト後、中野会員がすぐに謝りに行けと言わ

れ、重い足を引きずりながら、謝ろうとしましたら、笑顔で迎えられ、「イー

グル？」と聞いてくれました。私が「バーディ」と答えると大変残念がってく

れました。寛容と親睦を大切にする精神こそ、ロータリーの目指す世界平

和に繋がると思います。 

 また、船上でも公園でも公共の場所では、タバコを吸うには全員の承諾

を得なければなりません。おかげでその年より、中野会員とともにタバコを 

吸うのを止めました。ロータリーは健康にもよいと実感しております。これ

にて会長の時間を終わります。 
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原田 武夫 会長 

  【 ご 挨 拶 】  ガバナー補佐   西邨 智雄 様  

 貴クラブのチャーターメンバーは40年と承るのに私はわずか20年足ら

ず。 

 

 大和川北部に所在する84クラブ、どこへでもメークアップできる恵まれた

環境を活用し、泉ガバナーの方針に沿ってロータリーを如何に楽しむか

をモットーに努力していきたい。  

 

今年度の世界大会はサンパウロ、次年度はソウルと近隣でもあるので、ぜ

ひご一緒の出席を期待したい。 

西邨 智雄 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 



 【 ご 挨 拶 】     交野RC 会長 森 昌範 様  

                    幹事 端野秀人 様 
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 昨年は創立30周年の記念大会をおかげで終了、31年目を迎え、一層に

ロータリーを楽しもうと努力しています。 

 国際的奉仕に注力、青少年活動として8月23日からフランスからの留学

生を迎え、木曜日の例会時には、出席を求めるので皆様のご来会を期待

します。また、大手前高校在学中の青年を派遣予定。 

 貴クラブの創立40周年を祝し、益々の発展と当方へのご指導をお願い

したいと思います。 

 

  原 広報委員長の弁護士的つぶやき ①「覚せい剤を使ったことはありません？」 

 

有名歌手のASKAこと宮﨑重明被告人とともに覚せい剤取締法違反事件で逮捕・勾留・起訴された栩内

（とちない）香澄美被告人が、自身の刑事公判で、覚せい剤を使用したことはないと述べ無罪を主張してい

るようです。逮捕直後に採られた尿に基づいて科学捜査研究所が行った鑑定結果で陽性と出ているにもかか

わらず、色々と理由を付けて使用の事実（あるいはその故意）を争っているようですが、一般論としては、

このような否認理由が裁判所に認められるのは極めて難しいと言わざるを得ません。一般的に、覚せい剤事

犯において、被疑者・被告人がこのような「無理筋の主張」をすることはよくあることですが（覚せい剤の

後遺症かもしれません・・）、このような否認理由が認められて無罪になることは、極めて珍しいです。も

ちろん、栩内被告人の場合はどうか分かりませんが（無罪になる可能性があるかもしれませんが）、やは

り、法曹関係者の目から見た場合、かなり厳しいやろな・・と思わざるを得ません。 

 

 会長 

端野秀人 幹事   森 昌範 会長 

 【 ご 挨 拶 】 枚方少年野球連盟 理事長 中西俊毅 様 

 8回目の大会にあたり、多大の協力を頂き、感謝。参加チーム100を目標

に8月8日締切までの申し込みを期待中。 

 私の野球への憧れは母親の郷里北九州市からのころで従弟の興味に

刺激を受けて布製グローブを愛用。三角型野球ベースを利用しての野球

遊びに熱中。関西では尼崎から電車賃としてもらった小遣いを楽しみに、

氷を買って甲子園へ観戦した記憶は新鮮。野球に興味深かったことから

連盟の理事長を受託した次第。枚方には野球場のないことが難問題。球

場に恵まれればさらに一層の発展が期待される。ぜひとも皆様方のご協

力と関心への増進を切望したい。 
中西 俊毅 理事長 

原田会長より第8回くずはＲＣ杯枚方少年野球ジュニア大会の運営費

をお渡ししました。開会式は8月31日（日）枚方総合体育館陸上競技

場にて10時よりを予定しております。 
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ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊ﾎﾟﾛｼｬﾂのお詫びとして            田中一眞 

＊新年度ご挨拶                  交野ＲＣ 

○本日の配布物 

①７月30日週報 

②若手ロータリアン研修セミナー懇親会のお知らせ 

③14-15年度上期会費等請求書 

○本日の回覧物 

・8月出席予定確認表 

○地区行事等出席報告 

7/20 地区RAC献血     木﨑、多田、 稲田 

7/24 地区社会奉仕委員会          木﨑 

7/26米山奨学委員長会議           米田 

7/26広報委員長会議                 原 

7/28 ＩＭ3組会長幹事会        原田、岡山 

○地区行事等出席予定 

8/1ﾆｺﾆｺキャンプ開会式    原田、上山、田中 

8/7第26回ｶﾞﾊﾞﾅｰ杯軟式野球大会代表者会議 

                        米田、多田 

8/9社会奉仕委員長会議        木﨑、稲田 

8/23第1回国際奉仕委員長会議        初木 

8/30財団セミナー  

8/31少年野球ジュニア大会開会式 

9/2第21回５ＲＣゴルフ大会打合せ  

9/6 職業奉仕委員長会議 

 

第１９１９回例会出席報告（７月２３日） 

総会員数 出席者 出席率 

52名 34名 69.39％ 

お客様 西邨智雄様 （ガバナー補佐 香里園ＲＣ） 

      森 昌範様、端野秀人様 （交野ＲＣ） 

      中西俊毅様、深松明廣様（枚方少年野球連盟） 

第１９１６回 例会補正後 出席率  91.30％ 

     メーク 1名  欠席 4名   除外 3名 

 

      

 日 時 ：2014年8月12日(火) 17：30受付開始 18：00～20：30  

 会 場 ：心斎橋 大成閣  

         大阪市中央区東心斎橋1-18-12   Tel:06-6271-5238 

 会 費 ：6,000円（懇親会費） 

          クラブ横断的な若手ロータリアンの集会、入会希望者、新入会員の方も大歓迎 

                    木越元職業奉仕委員長の講話、懇親会、名刺交換会   

                    ロータリーの豊富な人脈を実感しませんか？！ 

国際ロータリー第2660地区 

ｶﾞﾊﾞﾅｰ     泉 博朗 

拡大増強委員会 福田忠博   

 若手ロータリアン研修セミナー・懇親会開催 

       お申込みは 7月31日までに幹事・事務局までご連絡ください！ 

～地区からのお知らせ～ 

ゴルフ同好会からのお知らせ 

 本年度最初のゴルフコンペを開催します！ 

●日時 9/12（金）9：00～ ●場所：田辺CC  

※詳しい案内は、8月中旬に配布予定 


