
例会プログラム   

・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」 

・お客様の紹介      

・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 

  宮田  明 会員  

・卓話   

    日野守之 会員          

・その他 

 ニコニコBOX報告 

・閉会点鐘                        

・本日の会合（敬称略） 

＜長期計画委員会＞ 

 岩本、髙島、山中、山口伊太郎 

 山口尚志、小北、上山 
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2015～16年度 理事・役員 

会長 小北英夫  直前会長 原田武夫  会長エレクト 上山芳次  副会長 山口尚志  幹事 米田 勉   

       SAA 稲田義治  会計 多田利生  理事（長期計画）岩本昌治  理事（職業奉仕）橘喜久夫   

        理事（青少年奉仕）粟津直晶    理事（社会奉仕）源本将人  理事（国際奉仕）木﨑信也  

「仲間と共に～       ～」 

  

国際ロータリーテーマ 

 

2015～16年度 クラブテーマ 

 

 
 

 

第１９８４回 例会 於：くずはゴルフ場 

次回例会は 

１月２７日(水) 

 ＊卓話  瀬川裕一会員 

 ＊3分間スピーチ 

      駕田 毅  会員 

本日の歌♪ 
 「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 



会長の時間 

 

 

 皆さん、こんにちは。 

 先日の林宏毅会員御尊父様のお通夜ご葬儀には、連休中にも関わらずたくさんの方にご

会葬いただきまして誠にありがとうございました。林会員は本日例会に出席されており、皆様

にご挨拶されるとのことです。 

 また、本日は長きにわたって支援をさせて頂いている社会福祉法人わらしべ会理事長  丸

山正雄様にお話しいただきます。後ほどよろしくお願いいたします。 

 さて、先程歌っていただきましたロータリーソング「4つのテスト」は、シカゴロータリークラブ

のハーバート テーラーが作り、世界中に広まり、各国の言葉に翻訳され親しまれています。 

日本では東京ロータリークラブが日本語版に翻訳し、今では日本のロータリアンの座右の銘

となっています。 

 誰にでも簡単に実践出来る「4つのテスト」です。皆さんも迷った時には、 

     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 

これを是非実践して下さい。 

 以上で会長の時間を終わります。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

３分間スピーチ 

 

 

 明けましておめでとうございます。 

いつも同じ話題（野球）に成りますが、昨年のガバナー杯で準優勝と言う結果で、惜しくも？

優勝を逃してしまいましたが、これも皆さんで一丸となって戦い、また新入会員の方の加入も

あり戦力アップにつながったと思います。 

 また、念願の甲子園で野球をするという夢も叶いとてもうれしかったし、感動いたしました。 

甲子園、ガバナー杯と昨年の私の打撃成績は期待に応えられず、4番打者から6番に降格と

いう悔しい思いをしましたが、今年も甲子園にて野球が出来るかもしれないという事なので頑

張っていい成績を残せたらと思っております。 

 新たに新入会員も増えましたので、新入会員の方の野球サークルの入会をお願いします。 

 

小北 英夫 会長 

表 彰 ＜ロータリー財団＞ 

マルチプルＰＨＦ(２回目)宮田 明 会員      マルチプルＰＨＦ 山中 卓 会員     

岩渕 信廣 会員 



 

【第７回定例理事会報告】20１６年１月６日開催 

＊報告事項 

①1２月会計報告 ― 米山普通寄付・会員名簿・財団年次寄付・ポリオ・ｸﾘｽﾏｽ（狂言・マジック・司会者）他合計 3,523,637円

②ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ変更工事の件 ― ｹｲｷｬｯﾄｻｰﾋﾞｽ終了に伴いNTTのADSLに変更              

③枚方RC55周年式典祝儀の件 ― 会長・幹事出席、祝儀10万円 過去の取り決めを3クラブで再度確認済  

④ｸﾘｽﾏｽ家族例会決算報告  

 

＊協議事項 なし 
 

＊審議事項  

①米山奨学生受け入れの件 ― 16-17年度受入しない                                                   可決承認 

②15-16下期会費の件 ― 合計150,500円・ｸﾘｽﾏｽ参加費同時請求                                            可決承認 

③2000回例会の件 ― 5月21日（土）午後6時～ 於：仙亭 予算50万円、プログラムについては副会長に一任 

                                                                                      可決承認 

＊追認事項 なし                

卓話「わらしべについて」 (福)わらしべ会理事長 丸山正雄様 

 

 

 

 社会福祉法人わらしべ会は、1981年（昭和56年）

３月に開設した。その前身である無認可の肢体不

自由児療育施設わらしべ学園は、1978年（昭和53

年）１月に現在地（枚方市長尾荒阪）にて産声を上

げる。医学博士の村井正直（1926～2010）先生と陽

子（1930～2010）先生ご夫妻による創設である。 

 

 村井先生は、世界中のリハビリテーション施設を

駆け巡り、最終地点が教育をベースとしたハンガリーのペトゥシステムであった。そもそも村井

正直先生がわらしべ学園と命名されたのは、重度の身体障害をもつ子ども達の発達・成長を

おとぎ話である今昔物語集の“わらしべ長者”に擬え、願望したからである。寝たきりの子が療

育を通じて座ることや立つこと、歩くことを可能にし、自立への願いを込めたという。そういった

経過を経て自力で食事ができるようになる、排せつができるようになることが彼らにとっての長

者（宝物）と考えたからである。その後も村井先生の歩みは留まらず、利用者の積極的なモチ

ベーションを引き出す柔道療育や乗馬療育、流木造形や手打ちそばの開店等挑戦は続く。 

 

 私たちは、チャレンジすることの必要性を村井正直先生から学び、常

に意識してきた。障害をもつ利用者が自らの個性を発揮しながら力強

く地域社会の中で生きることを支援していくということを法人理念とし、

地域社会と共に歩む法人でなければならない。それが、わたしたちの

目指すものであり、地域社会に果たす役割であると考えるからである。 

 

 長年に亘るくずはロータリークラブ様のご支援ご厚情に感謝するとと

もに、厚く御礼申し上げたい。 小北会長より本年度の支援金を授与                       

理事長 丸山 正雄 様 

 



201６年 １・２月 

日 月 火 水 木 金 土 

１／１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ 

   １２：５０例会        

長期計画委員会 

 七つ星歩く会  

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ 

枚方RC5周年

記念式典 
 気仙沼RC訪問 

奨学金交付式           

IM3組幹事会 

１２：５０例会       

野球同好会総会 

   

31 2／１ ２ ３ ４ ５ ６ 

   １２：５０例会        

IMﾛｰﾀﾘｰﾃﾞｰPR(門真）

定例理事会 
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ニコニコ箱 合計 \10,000 累計 \794,010 

○本日の配布物 

①１月２０日週報 

②2015～16年度第2回同好会ゴルフコンペのご案内 

○本日の回覧物 

・2月例会出席予定確認表 

○地区行事等出席報告（敬称略） 

1/10 出初式  

 山口尚志、岡山、白井、田中一眞、瀬川、大橋、長村 

 ○地区行事等出席予定（敬称略） 

1/24 枚方RC55周年式典           小北、米田 

1/26 幹事会                       米田 

2/6  戦略計画委員長会議         上山、岩本 

2/6  国際奉仕（本・次年度）委員長会議 木﨑、源本 

2/20 補助金セミナー 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊誕生祝をいただいた喜びに 

 
宮田 明 

第1983回 例会出席報告（1月13日） 

総会員数 出席者 出席率 

５９名 ４０名 ７１．４３％ 

お客様 丸山正雄様（わらしべ会） 

第１９８０回 例会補正後出席率８１．４８％ 

  メーク５名  欠席１０名  除外２名 

 

くずはロータリークラブ 野球好会紹介 

 

 ★代表幹事  ―  監督 山口伊太郎 

 ★随時参加型 ― 会員登録型 

 ★入会金・年会費 ― 入会時 入会金1万円、 年会費１万円 

 ★ＰＲ ― 会員の皆様、日頃は野球同好会に対し、ご支援をいただきありがとうございます。 

      お蔭様で同好会も7年目をむかえ、会員数も31名の皆様に登録を頂ております。活動と 

      しては練習は一切せずぶっつけ本番のみであります。試合数はガバナー杯で4試合です。 

      ここ数年はガバナー杯で毎年上位に位置し練習しなくても強いチームでチームワークが 

      良く、会員同士の交流にもつながっています。今後も会員相互の交流を目的として活動 

      を行って参りますので皆様の応援をお願いします。      主将 日野守之 


