
今日の歌♪ 

 「奉仕の理想」 

奉仕の理想に 

集いし友よ 

 御国に捧げん 

我等の業 

望むは世界の 

久遠の平和 

 めぐる歯車いや輝きて 

永久に栄えよ 

 我等のロータリー 

●12:40 開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●国歌斉唱 

●ロータリーソング 

 「奉仕の理想」 

●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 林祐弘会員 

●卓話「月間に因んで」 

 日野守之新世代奉仕委員長 

●その他 

 ・ニコニコBOX報告 

●13:30 閉会の点鐘 

●本日の会合＜定例理事会＞ 

 山口(伊)、北川、初木、三木 

 小西、高島、岩本、國田、畠仲 

 中野、日野、上山、山中 

今後の予定： 

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「健康維持と心

身の活性化のため

に持続的なウォーキ

ングを！」 

  小西武夫会員 

  

9/21 

(水) 

・卓話 

 南 武 会員 

9/28 

(水) 

・卓話 

 林宏毅 会員 

第１７８４回例会プログラム 
 ２０１１年９月７日（水） くずはゴルフ場 ３F 

発行日2011.9.7 

2011-12年度 第９号 

『貴方が動けば 何かが変わる』 

９月：新世代のための月間 

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 

今日は『現行のボクシングの基

礎となるクインズベリー・ルールを

適用した初のボクシング公式試

合が開催』された日。 

 

▲東京海上保険会社設立出願(1878)▲ボクシング最初のタ

イトルマッチ(1892)▲キュリー夫人、ラジウム単離に成功

(1910)▲ミス・アメリカ・コンテスト、初開催。優勝したのはブロ

ンド、ブルーの瞳の 15歳の少女。身長は156cm(1921)▲支

払い猶予令公布(1923)▲ドイツ連邦共和国発足(1949)▲吉

川英治没(1962)▲長沼ナイキ基地訴訟で札幌地裁、自衛隊

を違憲とする判決(1973)  

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

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 
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  本日は京都八幡RCの林様をお迎えし

ての例会です。 

 先週理事会決定事項報告の通り、8月

２４・25日、東北被災地を訪問させてい

ただきました。 

 その中で改めて、くずはRCの鋭力を感

じるとともに詳細な行程表を作成してい

ただいた参加者の皆様に御礼申しあげ

ます。 

 詳細につきましては、社会奉仕委員長

より卓話の時間にてご報告よろしくお願

いいたします。 

  

  

 

会長の時間 

 卓 話      

「東北支援訪問報告」      國田欣吾 社会奉仕委員長   

支援活動日程  

2011年8月24日(水） 伊丹空港 17時15分発  仙台空港 18時30分着    ホテル宿泊 

     8月25日(木） ホテル出発(仙台市内)８時出発 レンタカーにて気仙沼へ 

              気仙沼市 10時30分着 市街地、気仙沼港等視察 

              気仙沼商工会議所／自転車贈呈式（11時30分～） 

              気仙沼南ＲＣ例会出席 義援金、乾電池 贈呈（12時30分～） 

              岩手県陸前髙田市 視察後、仙台空港へ。 

              仙台空港 19時10分発  伊丹空港 20時20分着 解散 

    仙台到着後夕食              翌朝気仙沼市へ出発(ホテル前にて）     気仙沼市商工会議所にて寄贈式    

気仙沼商工会議所青年部より感謝状          寄贈の自転車            気仙沼南RCへ支援金授与とバナー交換            

気仙沼RCへ支援金授与とバナー交換    気仙沼港付近の被災状況          
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の二人が、おでこに熱さまシートを貼って

いる光景は対向車からは異様だったと思

います。 

 後ろの席では、山口会長はじめ原田会

員、初木幹事、高島会長エレクトが、大阪

に出てきて初めてされた仕事のことや、

当時の枚方・牧野のことなど、日頃お聞

かせ頂けないお話をされており、とても印

象深い内容でした。 

 今年度ロータリー情報委員長を務めさ

せて頂いておりますので、ぜひ情報集会

の場で会員の皆様にもお話いただけれ

ばと考えております。 

 先週視察しました気仙沼市と陸前高田

市のお話は、この後、國田社会奉仕委員

長より報告がありますので、私からは道中

でのロータリー会員との過ごした有意義な

時間の事をお話させて頂きたいと思いま

す。 

 24日仙台で宿泊し、翌朝2台のレンタ

カーに分乗し気仙沼市へ向いました。 

 出発して間もなくサービスエリアに寄り、

稲田会員は「熱さまシート」を購入。稲田

会員が、「このシートをおでこに貼ると眠気

覚ましに効く」というので、連日寝不足の

私もおでこに貼りました。運転席、助手席

3分間スピーチ  源本将人 会員 

 ＜私の職場を紹介します＞ 今週は…  高島叔孝 会長エレクト    

  
②年商・従業員数  年商は最大時13億、現在は１億～3億円程度 

③経営理念 【お客様との信頼関係を大切に】  

④仕事の内容 建物のリホーム、土木建築工事業、とび・土工事業、補装工事業 

           しゅんせつ工事業、造園工事業 

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） 

  私が営業を行っている際、枚方市建設業協同組合理事長（3期６年間）を務めさせて頂き、仕事の 

   勉強会も多くさせて頂きました。また、現場監督の際、鉄筋コンクリート4階建て倉庫新築工事、横 

   35m 長さ50m 延べ床面積7,000㎡の建物も施工しました。 

⑦我が社自慢  

   【地場での信頼と実績】 

①創業のきっかけ   

父高島泰一郎は、満州での建設経験を活かして誕生地の牧野にて建設業を開

始した。私は学校卒業後に家業を手伝い、平成5年4月に2代目社長として就任、

現在に至る。 

⑥社員や仕事に対して心がけている事   

 私たちは、出来るかぎりお客様のニーズに応え、経験を積み上げて的確な処置が出来るよういつもフ

レッシュな気持ちで打合せに臨んでいます。 

 こだわりを大切にしながら、柔軟な思考を心がけ、最良の技術を提供します。 



ニコニコ箱メッセージ（敬称略） 

＊３分間スピーチの時間を与えて頂いたことに感謝 

                            源本将人 

第１７８３回例会出席報告（８月３１日） 

総会員数 出席者 出席率 

５７名 ３２名 ６８．０９％ 

第１７８０回 例会補正後 出席率 ８１．６３％ 

   メーク ５名   欠席 ９名   除外 ８名 

お客様   林茂一様（京都八幡RC） 

ニコニコ箱 合計 \5,000 累計  ￥313,000 
○本日の配布物 

①ロータリーの友９月 

②地区大会のご案内 

③「私の履歴書」総集編 

〇本日の回覧物 

①ガバナー月信９月号 

②気仙沼商工会議所青年部からの礼状と寄贈式記事 

③2011-12地区活動計画書 

〇地区行事等出席予定             

9/30 枚方市社会福祉評議員会         國田 

10/8 新世代奉仕正副委員長会議        
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   9月7日の花と花言葉 

 

  ９月９月  祝入会記念日祝入会記念日  
  

吾郷泰廣会員（S63年） 

重田惠年会員（H13年） 

小林正彦会員（H14年） 

米田 勉 会員（H14年） 

日野守之会員（H16年） 

源本将人会員（H17年） 

おめでとうございます！ 

９月９月  祝お誕生日祝お誕生日  
  

源本将人会員（３日) 

初木賢司会員（４日） 

磯田勝信会員(６日) 

北村 隆会員（11日） 

上山芳次会員（18日） 

山中 卓会員（30日） 

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: kuzuha-rc@kcat.zaq.ne.jp 
URL:http://www.kcat.zaq.ne.jp/kuzuha-rc/ 

 ＜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。 

 

大毛蓼(おおけたで) 

 

花言葉は思いやり。 

江戸時代には葉っぱ

をもんで害虫に刺さ

れた時の解毒に使わ

れた。 


