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第１９２６回 例会  
２０１４年９月１７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２４日（水） 

・卓話「山に入り山の価値 

 を知る」小林正彦 会員 

・40周年実行委員会 

 

10月1日（水） 

・卓話「職業奉仕月間に 

    因んで」 

 林 宏毅 職業奉仕委員長 

・定例理事会 

 

10月8日（水） 

・定款により休会② 

 例会プログラム      ９月「新世代のための月間」     

●12:30 開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●ロータリーソング 

 「我ら日本のﾛｰﾀﾘｱﾝの歌」 

●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 

   野球同好会代表者 

●外部卓話 

「危険ドラッグについて」 

大阪府枚方警察署生活安全課長 

  警部 香川 純也  様 

●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） 

＜長期計画委員会＞ 

宮田、岩本、北村、平尾 

金森、山口伊太郎、小北、源本 

＜折り畳み担架寄贈式＞ 

枚方市役所市長室 

原田、上山、岡山、白井、稲田 

「我ら日本のﾛｰﾀﾘｱﾝの歌」 

われら日本のロータリアン 

一つの仕事をする時も 

真心こめて考える 

これは誠か真実か 

３分間スピーチ 

 ９月24日 今中七郎会員 

10月 1 日 岩本昌治会員 

10月15日 中野保博会員 

  

  

  

ゴルフ同好会コンペ報告 

 ●日時 ：９月１２日（金）    於：田辺カントリー倶楽部 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
  今日の天候は最高に良く秋晴れで北海道でゴルフをしてい 
 るような感じの涼しい日であり、コースもグリーンも最高に 
 仕上がっておりました。結果は下記の通りです。 
                                          
 

   優勝 小北英夫会員     38  43   81  9.6  71.4 
   2  位 岩本昌治会員  41  42   83  9.6  73.4  
   3  位 高島叔孝会員  47  48   95   20.4  74.6 
 

 IN           OUT       GROSS HDCP          NET 



【 会長の時間 】  

 皆さん、こんにちは。皆様もご存知のこととは思いますが、一昨日、錦織選

手は全米オープンテニスの決勝戦で惜しくも破れ、優勝を手にすることはで

きませんでした。しかしながら、準決勝では世界ランキング１位の選手を相手

に、見事な勝利をおさめ、日本中を感動の渦に包み込みました。日本人選

手が世界の中で台頭し、活躍することは大変喜ばしいことであります。 

 驚くべきことに、決勝戦まで勝ち進んだ錦織選手のもたらす経済効果は

300億円にものぼると言われております。今年は台風による甚大な被害や、

景気動向の悪化のニュースなどが日々の報道の中心にある中で、彼の奮闘

は久々に明るいニュースとなって国民を湧き立たせてくれました。向上心を

忘れずに、常に努力を続けていけば、必ず結果が出せるということを、若い

彼が皆んなに示してくれました。夢は実現することができるんだと我々に勇気

と希望を与えてくれたように思います。 

 私も彼を見習って、常に目標に向かって、挑戦し続ける精神を持ちたいと

思ったのは、一瞬でした。まずはアスリートの根性を身につけなければ、思い

だけで気力と体力がついてこないのが現実です。 

 先週の土曜日、米山セミナーに小北会長エレクト、岡山幹事との3人で行っ

て参りました。今年度の奨学生は742名です。国別で申しますと中国40.6％、

韓国15.8％、2ケ国で56.4％です。当地区では中国が32％、韓国が8％、2カ

国で40％となっています。今年度の寄付金は13億3,700万円、プラス利子そ

の他で8,200万円となっており、合計14億１,900万円です。そのうち奨学金は

12億4,300万円となります。肝心なことはここからです。普通寄付金は１人5千

円ですが、特別寄付金の増額を目指そうという話でした。詳しいことは米山

月間がありますので、その時に委員長がお話されると思います。 

 今週は12日の金曜日に同好会のゴルフコンペがございます。クラブを握っ

たことがない方も、気楽にゴルフ同好会にご参加下さい。以上で会長の時間

を終わります。 
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原田 武夫 会長 

【 御礼】 「思いがけない御祝を頂いて」 北村 隆 会員 

 本日は思いがけずも数えて90才との御祝に過分のお心遣いを賜り、恐懼感

謝、嬉しさに浸っております。先達ては世界的にも輝きをみせた硬式テニス

錦織圭選手の努力にも励まされ、高齢者となってもそれらしい精進をしなけ

ればと痛感している次第です。 

 それにつけても世界中での異変、中でも日本では空模様の急激な変化―

広島や北海道白老町での水害など―はじめ、皇室資料の開示や想像できな

い事件にでくわしています。これからはこれに対応できる構えと適切な判断力

を養っていかねばと考えさせられます。何卒、老人をもお見捨てなくお引廻し

下さいますようお願い申し上げます。有難うございました。 

  

祝卒寿 北村隆会員 
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 本日は定款の事で、ちょっと私見を述べさせていただこうと思いましたが、あと１ヶ月

ちょっとで40周年式典ということなので、この40年を振り返ってみたいと思います。 

 最初に設立の頃には、徳田先生、村岡先生のお二人が、枚方クラブからかわってき

たわけで、20名のチャーターメンバーで発足したようです。徳田初代会長の意向は、

ロータリーの神髄は四つの奉仕の中の職業奉仕ということで、約40名のメンバーのう

ち、医師が12名、大学教授が2名、銀行が住友、三和をはじめ4名、京阪関係が3名、

という風に公序良俗にちょっとでも、問題のある人を除いて、クラブを作ったようです。 

 これは、40年以上前にはあたり前のことで、ロータリーという一種のステイタスであり、

奉仕活動よりも、質を重んじた親睦活動が前提にあるということで、それぞれの会員が

出来たばかりということで、よく勉強をしたと聞いております。入会選考も厳しく、入会

時は履歴書その他の提出は当たり前で、特に地元出身の人は何回も落とされたり、

順番待ちをしていたようです。 

 限界が来たのは10年目位の時で、質を重んじるのと、会費を値上げしなかったので

予算の方がだんだん窮屈になってきましたが、皆さんのんびりとして、周年事業にもあ

まり金をかけずに、親睦を中心にした気心の知れた仲良しクラブのようなもので、俗世

間とは、かけ離れた金持ちクラブのようなものでした。家柄のいい人が多く、学歴も高

く、京阪レストランの洋食も手の込んだもので、スープが温かくておいしかった。京阪

レストランの社長も会員で、たぶんロータリーの昼食は安費だったのではと心配してい

ました。 

 徳田ロータリーと人は言っていましたが、それは医師会長を長い間勤められ、人望

があったのと、広い心の持ち主で心酔する人が多かったので、きれいにまとまって、あ

る人がこういうことをやりたいと言うと、心の中ではある意味反対でも、自由にやらせ

る、度量の広さがあってのことで、お亡くなりになると、ちょっと、もめ事があったりしまし

た。10年ちょっとの時です。10年から20年は、会員選考もやや、ゆるやかになり、会員

も今までの反省から45名になりました。 

 私は20年目に幹事をやりました。会長はダイコロの社長の松本さんで、この人も度

量の広い人で、理事会の時も、忙しい人でしたから、私が議事進行ならびに経過報

告をして、承認をもらうこともよくありました。一番問題になったのは、お金の蓄えがな

かった事でした。会員の皆様に行事で予算オーバーして、個人的に迷惑をかけまし

たが、その３～４年前からガバナーの指摘を受けて、ニコボックスを一般会計に繰り入

れるのを止めて、会費をあげるようにとの指摘を受けて40名で十分に一般会計がペイ

するように当クラブは50名で十分お金に余裕ができるようにしました。これ以後、30

年、40年と会員にご迷惑はかけないようになりました。 

 40年までの間には医師がほとんどいなくなり、クラブとしては偏ってきたのかなと感じ

ております。ロータリーもＲＩを中心に定款も40年の間にずいぶん変わりました。ＲＩも世

界的な組織となりましたので、ポリオのような世界的に評価できるものもありますが、こ

れからもＷｅ serveの観点からは何かもう一つ必要かなと感じている今時に、クラブ奉

仕に関しまして出席がこれでいいのかなと感じています。 

 

 

【 卓話 】 「40年を振り返って」       平尾公介 会員 

平尾公介 会員 
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＊年のみを重ねましたのに過分のお祝いを 

  頂きました喜びに                 北村  隆 

＊食事の後片付けを多田会員が積極的に 

 行っていることに感謝して             初木賢司 

○本日の配布物 

・9月1７日週報 

○本日の回覧物 

①第3回CPP珊瑚植え付けプロジェクトのご案内 

②10月出席予定確認表 

○地区行事等出席報告 

9/13研修セミナー             原田、初木 

○地区行事等出席予定 

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  

9/23枚方ＲＡＣ創立30周年記念式典      原田 

10/9枚方市追悼式                原田 

10/11枚方ﾗｲｵﾝｽﾞクラブ30周年式典     原田 

10/14幹事会                    岡山 

10/14ＩＭ担当者会議               岡山 

 

 
 

第１９２５回例会出席報告（９月１０日） 

総会員数 出席者 出席率 

５２名 ３６名 ７３．４７％ 

第１９２２回 例会補正後 出席率  ８５．４２％ 

  メーク ３名  欠席 ７名   除外 ４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～ 

                        

＜２０１４献血キャンペーンチラシ配布＞ 

９月２４日(水） 

 AM７：３０～  京阪牧野駅前にて 

＜２０１４献血キャンペーン＞ 

９月２７日（土） 

献血キャンペーン 牧野生涯学習市民ｾﾝﾀｰ 

１０：００～１２：００ １３：００～１６：００ 

＜社会奉仕委員会からのおしらせ＞ 

＜２０１４秋の交通安全運動啓蒙活動＞ 

    ＊９月19日(金)１６：００～啓発パレード 

        集合 15:45 イオン枚方店（旧ビオルネ)付近 

        パレード（約1時間）終了後解散   

    ＊９月２４日(水)７：３０～くずは駅早朝キャンペーン 

        集合 くずは駅前  

        配布終了後例会場にて反省会 

 ※参加の場合はスタッフポロシャツの着用をお願いします。 この事業はすべてメイク扱いとなります。 


