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第１９２２回 例会  
２０１４年８月20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２７日（水） 

・卓話 

 宮田 明  長期計画委員長 

・40周年実行委員会 

・青少年奉仕委員会 

 

９月  ３日（水） 

・卓話「新世代の為の 

    月間に因んで」 

田中一眞 青少年奉仕委員長 

・定例理事会 

 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 

●３分間スピーチ 

   田中一眞 会員 

●外部卓話 

「規範的なノーム（風土）が 

   子どもを育てる」 

  エリートアカデミー藤田塾 

   塾長 藤田久和 様    

●その他  

 ・ﾆｺﾆｺBOX報告 

●13:30 閉会の点鐘 

「 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27日 日野守之会員 

9月   3日 原  正和会員 

９月10日 稲田義治会員 

おめでとうございます！  

       森 賢司 会員            山中 卓 会員              三木 章 会員   

           ― ８月お誕生日祝 ― 

         ― ８月入会記念日祝 ― 

        小林正彦 会員           米田 勉 会員               北川順清 会員   

        山本一郎 会員           金森市造 会員               岡山量正 会員   



【 会長の時間 】  

  皆さん、こんにちは。今週も世間では様々なニュースが流れ、日々驚

くことばかりです。大切なことは何か考えさせられる毎日でございます。日

常生活の中で、一番大切なことは常識とマナーだと思います。海外では

よくレディファーストと言いますが、私が最も好きな言葉は「アフターユー」

すなわち「あなたからどうぞ」です。この相手を思いやる気持ちがロータ

リー精神に繋がると思います。あまり言いすぎると50周年の会長に当たる

かも知れません。 

 またもや大型の台風が近づいているとの情報がありますので、皆様に

おかれましては事故などない様に気を付けてお過ごし下さいますようお

願い申しあげます。 

 今月は会員増強月間です。ロータリー活動の重要な項目は親睦と奉仕

です。一人でも多くの仲間を増やし、志の高い奉仕活動をしたいと思いま

す。後ほど國田委員長の卓話がございます。よろしくお願いいたします。 

 8月1日～3日迄ニコニコキャンプが青少年海洋センターで行われまし

た。当クラブより４名の参加者があり、開会式には上山副会長、田中青少

年委員長が出席されました。今後も地区の行事に参加したいと思いま

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 

 

第８回くずはロータリークラブ杯 

枚方少年野球ジュニア大会 開会式のご案内  

 

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  

 

 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月１２日（金）９時 OUTｽﾀｰﾄ 

 ●場所：田辺カントリー倶楽部 

 ●会費：5,000円 

 ●締切：8月27日（水） 

   ☆皆様のご参加をお待ちしております！ 

【 ３分間スピーチ】  

 税務については、公立学校で税務教室を出前授業として開催。 

平成26年7月20日朝日新聞の「天声人語」欄にて税務の必要性が強調さ

れている。教室内容としては、グループ毎に討論、たとえば家屋、施設の

建築費用の捻出問題などを査定。 

 消費税等の一律課税、 固定資産税、累進課税などを討議。 

藤原和彦 会員 
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○地区の委員長会議において２０１４年６月１４日（土）大阪ＹＭＣＡ会館 

 会長と上山会員の参加 

 

○第２６６０地区による7／初 くずはロータリークラブの会員数５２名 

（８３クラブ中、１５番目。最大ＲＣ２５７名） 

会員数（前年度末３名退会、４９名。本年度３名増員、５２名） 

会長の目標５名以上としているので、残り２名増強 

ＩＭ３組 １１クラブ中、№１ くずはロータリークラブ５２名 

№２ 大東･守口･寝屋川４２名 ☆四条畷１２名、香里園１５名 

総会、出席率は向上しています。 

 

○アンケート用紙の説明 

 会長、幹事、職業分類、会員増強、その他 

 

○各クラブの入会者と退会者についての実例 

Ⅰ．大阪フレンドＲＣ  １９９９年発足 ２５名 

  平均年齢５０代と３０歳、４０歳が６割 若いので、行動力で実践 

 

Ⅱ．東大阪東ＲＣ １９６５年発足 ５５名 

Ａ．過去１０年間５０名退会 

 会社・仕事の関係上、もっとも大きな理由。 

 ロータリークラブに対しての思いと合わなかった。 

Ｂ．対策として 

 ① 後継者と接点を見つけ入会を勧める 

 ② 欠席が続けば電話で近況報告をしてクラブと希薄にならないようにする 

 ③ 意見の相違はあるけれど、ＩＭ等を通して理解を深める機会の提供 

   カウンセラーを立ち上げて退会者に対して行う 

 ④ お互いの中間的な人に仲介をお願いする 

 ⑤ 退会を考える会員はクラブの中で、自分の立場と重要性に疑問を感じ  

  ているので、すべての会員への心遣いが会長・幹事に必要 

 

Ⅲ．大阪みおつくしロータリークラブ ２０１３年発足 ３４名 

・２０１３年にユニークなクラブとして発足 

・クラブメンバーは３４名で、６０歳以上７名、ほとんどが３０～５０歳 

・ビジネスの女性会員が多く、若い会員のため、いろいろな発想、行動力の 

 あるのが特徴である 

・職業 大学教授、医師、ピアニスト、バレリーナ学長、デザイナー、アーティ 

     スト等 

・新設クラブなので親睦が中心のクラブ 

・例会場はサロンで行い、ティタイムのケーキセットで和やかな雰囲気で行わ 

 れ、メンバーによるピアノ演奏などを行っている。 

・新入会員の増強も無理をしない。でも入会してくれる。目標５０名 

・現在、会員紹介は大阪日日新聞で、クラブ紹介は産経新聞大阪本社情報 

 サイトを通して「きっとあなたとつながりたい」のコーナーを使って宣伝をし 

 ており、今後はドキュメンタリー映画製作とラジオ番組にも参加予定 

 当クラブは新クラブなので奉仕活動はあせることなく慎重に進めていき、 

 奉仕の目標は一般社会の方々に対して進めていく 

・モットー「ロータリークラブの伝統と格式を守り、一般社会でロータリークラブ 

      として市民権が得られるように努力していこう」 

國田欣吾 会員 

【 卓話 】「会員増強月間に因んで」  國田欣吾 委員長  
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ニコニコ箱 合計   \24,000 累計     \214,000 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊誕生日お祝いを頂いて             北川順清 

＊３分間スピーチ無事終えた喜びに       藤原和彦 

＊６０才代最後の誕生日祝いを頂いて     金森市造 

＊父の葬儀にご参列していただきまして 

 まことにありがとうございました          山本一郎 

＊三女、１５才の誕生日の喜びに！       木﨑信也 

○本日の配布物 

①8月20日週報 

②卓話資料 

③地区大会のご案内（チラシ） 

○本日の回覧物 

①9月出欠予定確認表 

②8月31日少年野球ジュニア大会開会式出欠表 

○地区行事等出席報告 

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 

○地区行事等出席予定 

8/23第1回国際奉仕委員長会議        初木 

8/30財団セミナー              原、初木               

8/31少年野球ジュニア大会開会式    全会員 

9/2第21回５ＲＣゴルフ大会打合せ  原田、岡山 

9/6 職業奉仕委員長会議                   林宏毅

9/13研修セミナー            原田、初木 

9/20青少年奉仕正副委員長会議  田中、粟津 

 

メークアップ 

高島会員 7/29 枚方ＲＣ 

第１９２１回例会出席報告（８月６日） 

総会員数 出席者 出席率 

52名 39名 78.00％ 

第１９１８回 例会補正後 出席率 86.00 ％ 

  メーク ５名  欠席 ７名   除外 ２名 

２０１４ クールビズ 

 6月1日～９月３０日まで 

ロータリー徽章着用 

 

８月ロータリーレート 

１＄＝１０２円 

2014.11.15(土)「創立40周年記念式典」 

森 賢司会員からの「近況報告」③   

リサールの初版本を含む本90冊余りをマニラ国立図書館に

寄贈。日刊マニラ新聞に掲載されました！ 


