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第１９２３回 例会  
２０１４年８月2７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 

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 

 

９月１０日（水） 

・卓話「定款について」 

 平尾公介 会員 

 

９月１７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 

   「我等の生業」 

●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 

   日野守之会員 

●卓話 

「ロータリークラブについて」 

 宮田 明 長期計画委員長    

●その他  

 ・ﾆｺﾆｺBOX報告 

●13:30 閉会の点鐘 

●本日の会合（敬称略） 

＜40周年実行委員会＞ 

中野、宮田、山中、小北、國田 

山口尚志、北川、原田、日野 

岡山、源本、畠仲、初木、多田

川島 

＜青少年奉仕委員会＞ 

田中、粟津、西田、木﨑 

「 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 

３分間スピーチ 

9月   3日 原  正和会員 

９月10日 稲田義治会員 

９月17日野球同好会 

 

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  

 おめでとうございます！  

       ８月入会記念日・お誕生日祝  

                中村 雄策 会員 



【 会長の時間 】  
 皆さんこんにちは。お盆休みにより例会が１週間抜けただけですが、皆

さんにお会いすることを心待ちにしておりました。 

 例会に出席してグループからチームへそしてバディと掘り下げて生涯の

友達を作りたいと思っています。グループとは目的の有無にとらわれない

集団。チームとは目的を達成するために集められた集団。バディとは腹

の中を打ち明けられる信頼関係の深い仲間という意味です。私は海でダ

イビングをする時、山口会員とバディを組みます。万一、トラブルが発生し

たら何をおいても第１に助けに来てくれます。これをバディシステムといい

ます。私も一番大事な時に間に合う友人になりたいと思います。 

 本日、例会終了後、気仙沼に出発します。気仙沼ロータリークラブ及び

気仙沼南ロータリークラブに東北震災支援活動支援金をお渡しして参り

ます。思い起こしますと、３年前の震災に見舞われた年に初めて訪問させ

ていただいた時はあまりの惨状に言葉を失いました。テレビの報道で観る

画面から伝わってくる現場の状況と自分の目で目の当りにする現場との

ギャップにショックを隠しきれませんでした。正直申し上げまして果てしな

く拡がる自分の視界に映る震災の跡地の状態にこの地震のもたらした被

害の大きさがいかに恐ろしいものであったかを突き付けられました。 

 あれから３年と５ヶ月の月日が経過しましたが、場所により復興の進み具

合に著しい差があるように思います。今回の視察でまたどのような状況に

なっているかをご報告させていただきたいと思います。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 

【 ３分間スピーチ】  

 スポーツの世界では、ここ一番の本番で自分の実力を発揮できない選

手がいます。4年に一度のオリンピックの競技、サッカーのワールドカップ

など。練習ではすごくいいのに、本番で普段の力をだせないという選手が

います。 

 相撲の世界では、大関の稀勢の里は稽古ではめっぽう強いのに、本番

では弱いといわれています。先月の7月の名古屋場所では、9勝6敗と優

勝戦線にはおよびませんでしたが、横綱の白鵬を下した戦いがありまし

た。これから夢を追い続ける子どもたちも、本番になるとあがってしまい、

だめなタイプの子どももいます。今回の少年野球ジュニア大会では、そう

いった子ども達に少しでも普段以上の実力を発揮してもらえるよう、心理

面からサポート的なメッセージを贈り、くずはロータリークラブのPRにつな

げたいと思います。 

 8月31日日曜日 枚方総合体育館 集合は9時30分です。会員の皆様

とともにくずはロータリークラブ杯枚方少年野球ジュニア野球大会の開会

式を見守っていただきますよう、どうぞご参加くださいますようよろしくお願

いいたします。 

田中一眞 委員長 
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○自己経歴の紹介 

  ・中学校…洛南中学校でラクビ―を中３から始める 

  ・高校…日本一をめざし、伏見工業高等学校ラクビ―部に入部  

        ３年時花園出場Aシートベスト８、群馬国体３位  

  ・社会人…ジャックスの時代にキャプテン 西日本大会優勝 

  ・平成13年…少年ラクビ―アウル洛南JｒR．F．C.設立、監督としてｽﾀｰﾄ 

         京都ウエストライオンズカップ大会第１．2．4～8回 優勝 

         ヒーローズカップ西日本大会第3回 準優勝            

○ラクビーの練習と試合の経験 

○木下春行塾長の教育方法 

    勝負に勝つのは子どものお蔭 

    勝負に負けるのは監督の責任 

○子ども達に与える愛情の反響 

 

藤田 久和 様 

 

 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）午前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！ 

【 外部卓話 】「規範的なノーム(風土)が子どもを育てる」 

        ｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ藤田塾 塾長  藤田久和 様  

 

 北河内柔道大会 

開会式のお知らせ 

  

 ●日時 ：９月２１日（日）午前１０時～  

 ●場所：交野市総合体育館（交野ドーム） 

     交野市向井田2-5-1  

   ☆団体及び個人戦、少年・高校・一般・ 

  女子の部 トーナメント及びリーグ戦 

  総勢700人 

 ☆皆様のご参加をお待ちしております！ 



〒573-1121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: info@kuzuha-rc.jp 

URL:http://www.kuzuha-rc.jp/ 
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＊２週連続の欠席のお詫びに            森川正敏 

＊藤田講師の卓話を聴けたよろこびに       畠仲 聡 

＊たくさんお祝いをいただいて            中村雄策 

○本日の配布物 

①8月27日週報 

②卓話資料（宮田委員長） 

○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 

8/23第1回国際奉仕委員長会議        初木 

8/26 地区災害支援委員会          初木 

地区行事等出席予定 

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 

9/6米山セミナー         原田、小北、岡山 

9/6市立ひらかた病院会員記念式典    上山 

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 

9/21北河内柔道大会開会式          田中 

10/11枚方ﾛｰｽﾞﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ創立30周年式典 

 

 

第１９２２回例会出席報告（８月２０日） 

総会員数 出席者 出席率 

52名 38名 79.17％ 

第１９１９回 例会補正後 出席率  75.51％ 

  メーク ３名  欠席 １２名   除外 ３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 

 

９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・祝賀会」式典 11:00～ 祝賀会13:00～ 

  原 広報委員長の弁護士的つぶやき ②「犯人情報の公開は許される？」 

マンガ、おもちゃ等の買取・販売を行っている「まんだらけ」（株式会社まんだらけ 東京都中野区 資本金8億3744万円 

平成24年度売上約86億円）が、25万円相当のおもちゃを盗んだ万引き犯の顔写真を公開するかどうか（より正確には、既に

公開していたモザイク付きの顔写真について、モザイクを外すかどうか）が問題になりました。同社は、結論的には、捜査へ

の支障を理由としてモザイクを外すことはしなかったようですが、これは法律的には賢明な判断であったと思います。犯罪行

為が行われたとしても、当該犯罪行為の内容を常に公開しても良いことにはならないからです。たとえ被害者であっても、あ

るいは加害者（犯罪行為者）に対して返還請求権等の権利を有していたとしても、犯罪行為に関する情報（既に有罪判決を

受けた後の前科情報も含みます）を公開しても良いのは、①当該犯罪事実が真実であること（あるいは、真実であると信じる

につき客観的かつ相当な理由があること）のほか、②当該犯罪事実が公共の利害に関する事実に係ること、③公開が専ら

公益的な目的からであることという要件も備えなければ、民事上、刑事上の名誉棄損に該当するからです（まんだらけの場

合は、②と③の要件該当性が問題になります）。私がこれまでに扱わせて頂いた案件でも、依頼者（犯罪被害者）が加害者

情報を自身のホームページ上にアップ（公開）しようとしたものの、上記の検討の結果、最終的には取りやめたということがあ

りました。今回のまんだらけの件は、たとえ被害者であっても自衛手段、自力救済手段には限界があるということを社会に注

意喚起した点で意義があったのではないかと思います。 


