
今日の歌♪ 

 「われら日本の 

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 

 

 

●12:40 開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●ロータリーソング 

 「われら日本のﾛｰﾀﾘｱﾝの歌」 

●お客様紹介 

●会長の時間 

●幹事報告 

 

●委員会報告 

 出席状況報告・他 

●３分間スピーチ 源本将人会員 

●卓話「東北支援訪問報告」 

  國田欣吾社会奉仕委員長 

●その他 

 ・ニコニコBOX報告 

●13:30 閉会の点鐘 

今後の予定： 

9/4 

(日) 

・くずはＲＣ杯 

 枚方少年野球ジュ 

 ニア大会開会式 

 10:00～ 

 枚方総合体育館 

 陸上競技場 

9/7 

（水） 

・卓話「新世代のた

めの月間に因んで」 

 日野守之委員長 

・定例理事会 

  

9/14 

（水） 

・卓話  

  小西武夫会員 

第１７８3回例会プログラム 
 ２０１１年８月31日（水） くずはゴルフ場 ３F 
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８月：会員増強月間 

2011-12年度 山口会長テーマ 

KUZUHA ROTARY CLUB   KUZUHA ROTARY CLUB   KUZUHA ROTARY CLUB   Weekly Club BulletinWeekly Club BulletinWeekly Club Bulletin 

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

8 ３１ 源本 

9 

７ 林(祐) 

１４ 平尾 

２１ 今中 

２８ 今西 

10 

５ 稲田 

１２ 磯田 

１９ 上野 

２６ 駕田 

＜ 東北支援訪問報告＞ 
 

 2011年8月24（水）～8月25日(木) 

 ◆参 加 者(敬称略) 

    山口伊太郎、初木賢司、高島叔孝、原田武夫、山口尚志 

    國田欣吾、粟津直晶、日野守之、橘喜久夫、源本将人 

    稲田博旭、中谷賀久   

  

          

          

 
寄贈した自転車２０台とＬＥＤ懐中電灯１５０個 
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  年3回の定款による休日の第1回目が

おわり、会長就任後、早や2か月を過ご

しました。この間、皆様から賜りましたご

協力に対し感謝申し上げます。 

 被災地向けの支援に関して、先日大

船渡市教育委員会から2660地区に対し

て各小学校の具体的な支援項目と金

額、さらに第1、第2、第3と優先順位を明

記された要請がありました。 

 具体的策について第1から第３順位ま

での協力は2660地区においてそれぞれ 

600万円、220万円、600万円、計1500万

円程度近くまでへと完遂できましたこと

を報告します。 

 

 8月開催の理事会にて当クラブは気仙

沼支援の件があり、今回のこの要請は

見送りと決定しています。 

  

会長の時間 

 皆さん！你好！好久不见（久しぶりで

す）！ 请多多关照（よろしく）！    

 せっかく覚えたのですが・・喋る機会が

無いので喋りました。  

 最近、中国語にも興味がありましてイ

ンターネットのスカイプ（パソコンを使っ

たテレビ電話）を使って中国レッスンを

受けてます。安いです！ 1ﾚｯｽﾝ 25分 

３００円程度で上海と大連に つながりま

す。自分の好きな先生を毎回選んで予

約します。    

 中国語は、発音が難しいです。 我去

了（行った）・我乞了（食べた）どちら共

（ｳｫ ﾁｰ ﾗ） 

 同じですがﾁｰの発音で 区別します。

困ったことに・・中国の先生の発音を聞

いても 同じように聞こえます。  

 一番最初に覚えた言葉は、「你（ﾆｨ） 

是（ｼｨ） 美（ﾒｲ）人（ﾆｭｩ）」です。  漢字

の通り、「あなたは、美人です」。という意

味です。    

 会話を円滑にする上で、大事な言葉

だと確信してるのは、私だけでしょうか？ 

ほとんどの先生は、日本語が喋れます

ので、中国語のレッスンをせず、お互い

 卓 話      

の文化について 日本語で会話を２５分

して終わる事もあります。   

今は、まだ・・挨拶する際の単語しか、覚

えてませんが・・・・海外の会社と取り引

きを始めたいと思ってますので、それに 

役立てる事ができたらと思っています。 

 ～株と経済の話もしましたが・・あまりに

も つまらなかったので週報では省略し

ます。     

 余談ですが・・尖閣諸島事件の直後、

まだ情報があまり無かった時、上海の先

生（女子大生）が、魚吊り島の件はどう

思う！聞いてきたので、「中国船が 日本

の領域に入ってきたので 逮捕された事

件でしょ。ダメだね他国の領域に入って

魚をとっては・・」 と言いますと、怒って反

論してきました「違う あれは中国の島で

すよ。船長は何も悪くないです」と主張

してきたのには驚きました。２０歳の女の

子が、主張してくること事態に ビツクリで

す！     

 中国では、国民が本当に 尖閣諸島を 

自国領土と思っているという事実に驚き

ました。  

「最近の私」    木﨑 信也 会員  
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いて七宝滝寺の僧となって愛犬を供養し

ました。 このことを聞いた天皇はいたく感

動し、七宝滝寺に『以後「いぬなきさん」と

改めよ』と勅号を賜った」と伝えられてい

ます。 

 また、ここは滝修行が有名で、滝修行

すると運気が上昇し、命が救われるとい

われています。 

 皆さんも夏の暑いとき、涼しい犬鳴山に

行かれてみてはいかがでしょうか。 

 

 

 

 お盆前に数年前から習いはじめている

日本拳法白虎会の夏合宿で大阪の南部

にある犬鳴山に一泊二日で行ってきまし

た。 

 犬鳴山の由来は、紀州の猟師がこの山

域で狩りをしていた際、突然連れていた犬

が激しく鳴きだし、鹿が逃げてしまいまし

た。怒った猟師は犬の首をはね、それでも

犬は飛び跳ねながら、今まさに猟師に襲

いかかろうと狙っていた大蛇に噛み付きま

した。犬は、主人が大蛇に狙われているこ

とを知って鳴いていたのであります。愛犬

に救われたと気付いた猟師は、これを悔

3分間スピーチ    林 宏毅 会員 

 ＜私の職場を紹介します＞ 今週は…  三木  彰 SAA  

  

②年商・従業員数 歯科衛生士3名 矯正歯科医1名 受付助手2名 非常勤歯科医1名 

③経営理念 患者さんとの信頼関係を大切に歯と口腔の健康を守り、地域医療に貢献する 

④仕事の内容 一般歯科、矯正歯科、小児歯科 

⑤仕事にまつわるエピソード（失敗談や忘れられない思い出など） 

 長年の治療経験ではいろいろな症例に出会い、大学病院へ紹介し大事に至らなかった症例も多々経験

しました。 

⑦我が社自慢  

 楠葉では開業歴の長い歯科医院となりました。長年通院されている方々、親子2代、3代と通院して下さっ

ている方々、遠方より通院して下さっている方々、紹介されて通院される方々が多数いらっしゃいます。 

大変、感謝しています。 

①創業のきっかけ   

昭和49年に枚方市町楠葉1丁目太陽ビル2階に歯科医院開業。 

昭和57年にプレザントビル3階に移転現在に至る。  

⑥社員や仕事に対して心がけている事   

１．私たちは歯科医療を通じて健康な社会に奉仕し、地域医療にまじめに取り組みます。 

２．私たちは患者さんの安心と信頼を得て、相互理解を深め、患者さんに喜ばれる歯科医療を目指し、感謝

することを忘れません 

３．私たちは明るい態度で思いやりのある医院作りに励みとチームワークを大切にし仕事に誇りを持って励み

ます。 

４．私たちは口腔衛生についての十分な知識と技術を研鑽し、高度の歯科医療を提供します。 

５．私たちは患者さんの立場に立って精一杯尽くし、課せられた職務は真心をこめて遂行します。 



ニコニコ箱メッセージ（敬称略） 

＊スタッフポロシャツを頂いたお礼に      藤原和彦 

第１７８２回例会出席報告（８月２４日） 

総会員数 出席者 出席率 

５７名 ３３名 ６７．３５％ 

第１７７９回 例会補正後 出席率 ７６．４７％ 

   メーク １名   欠席 １２名   除外 ６名 

ニコニコ箱 合計 \5,000 累計  ￥308,000 
○本日の回覧物 

・気仙沼南RCバナー 

○地区行事等出席報告 

8/24～25 東北支援訪問 

    山口(伊）、初木、高島、原田、山口(尚）、國田 

    粟津、日野、橘、源本、稲田、中谷 

地区行事等出席予定             

8/27 財団セミナー              初木、小林 

9/4 くずはＲＣ杯枚方少年野球ジュニア大会開会式 

   山口(伊) 原田、日野、岩本、北川、北村、國田 

       源本、高島、上野、山口(尚)、上野、米田 

9/30 枚方市社会福祉評議員会         國田      
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今日は『車の運転免許所有者が5000万人突破

(1984)』した日。今から26年前は5000万人だった運

転免許保有者数も現在では8000万人以上。 

▲エジソンの白熱電灯に特許(1887)▲アメリカンフット

ボールのプロ第１号(1895)▲キティ台風関東来襲。死

者１３５人(1949)▲都電の廃止、決まる(1963)▲ダイ

エーが半期売上げ1328億円を記録し、三越を追い抜

いて 業界トップの座に(1972)▲中野浩一、世界自転

車競技大会で初優勝(1977)▲ＣＤプレーヤー登場。発

売は10月1日(1982)▲車の運転免許所有者が5000万

人突破(1984)▲ディスコ「ジュリアナ東京」閉店。開店か

ら３年余で入場者が200万(1994)▲ダイアナ元英皇太

子妃、交通事故死。36歳(1997)   

 

 8月24日(水) 10０万ドルランチデー開催 

 通常2,000円食事⇒1,000円 出席者33名  

  ３３,０００円が寄付金となりました。 

 
＜秋の交通安全運動啓発活動について＞ 

＊9月21日(水)７：３０～くずは駅早朝キャンペーン参加 

   集合 7:15 くずは駅 

   配布終了後例会場にて反省会を行います 

 

＊9月２１日(水)１６：００～啓発パレード 

   集合 15:40 枚方ビオルネ付近 

   パレード（約1時間）終了後解散 

 

     ①スタッフポロシャツ着用 

     ②メイク扱いとなります 

＜献血キャンペーン＞ 

2011年９月２７日（火） 

献血キャンペーン 

１０：００～１２：００ １３：００～１６：００ 

牧野生涯学習市民センター 

 

   ＜献血キャンペーンチラシ配布＞ 

         2011年9月２６日(月) 
７：３０～ 京阪牧野駅前にて 

 ＊会員の皆様ご協力よろしくお願いいたします。 

 


