
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 

今後の予定 

12/7 

（金） 

・地区大会(1日目) 

 開会式13時～ 

 分科会15時～ 

12/8 

（土） 

・移動例会 

 11:30～12:30 

於：リーガロイヤルホ 

 テル大阪１５F 

 中華料理皇家龍鳳 

・地区大会（2日目） 

 13時～ 

於：大阪国際会議場 

12/9 

（日） 

・少年野球ｼﾞｭﾆｱ大会

決勝戦と閉会式 

 14:15～試合開始 
於：伊加賀ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

12/12 

（水） 

 ⇒8日（土）変更 

12/19 

(水) 

・ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問 

・補佐とのｸﾗﾌﾞ協議会 

12月：家族月間 

第１８４２回 例会プログラム 
２０１２年１２月５日（水）  くずはゴルフ場 

●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 三木彰会員 

●全員クラブ協議会 

 「年次総会」 

●卓話「家族月間に因んで」 

    西田英夫 親睦委員長 

●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＞ 

 高島、原田、畠仲、川島、今西 

 北川、山口(伊)、藤原、多田 

 重田、中村、上山、西田 
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おめでとうございます！ 

１２月１２月  祝入会記念日祝入会記念日  
  

藤原和彦会員（Ｓ６１年） 

駕田  毅会員（H ４年） 

山口伊太郎会員（H13年） 

初木賢司会員（H13年） 

１２月１２月  祝お誕生日祝お誕生日  

小北英夫会員（１日) 

山口尚志会員（３日） 

岩本昌治会員(20日) 

 

  

１２月の花「パンジー」  

花言葉：思想・愛の使者・平穏・純愛・片思い 

「パンジー（pansy）」の名前は、フランス語の『pense'e「パン

セ（もの思う）」』の意で、物思いにふける人の顔を連想させ

ることから名づけられました。日本でも人間の顔に似てい

ることから、以前は「ジンメンソウ（人面草）」、また蝶が飛ん

でいるような様子から「ユウチョウカ（遊蝶草）、コチョウスミ

レ（胡蝶菫）」と呼ばれていたこともありました。 

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

12 

12 ― 

19 嶋田 会員 

26 ― 

1 

２ 定款により休会 

９ ― 

16 平尾 会員 

23 ― 

30 粟津 会員 
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                              『原点回帰』 

卓   話 

会 長 の 時 間 

 本日は枚方ロータリークラブから林武様、田中昇様のご来訪をいただき、ありがとうござい

ます。先般、当クラブから東日本震災後1年８ヵ月を経過しました気仙沼へお見舞いに行き

ました。その気仙沼ロータリークラブから、お礼状を頂きましたので読ませていただきます。  

 謹啓 

 晩秋の候、くずはロータリークラブの皆様におかれましてはご清祥のこととお喜び申し上

げます。 

 さて、この度のお心あたたまるご支援に際しまして心より御礼申し上げます、くずはロータ

リー様には震災後すぐにご支援をいただき、一年八カ月経った今も気にかけて頂いている

事は私たちの励みになり、今後復興に向っての力になります。 

 当日夜合同例会の席上、会長挨拶として会員に皆様のご訪問とご支援のことを報告させ

ていただきました。南気仙沼ロータリークラブの千葉会長、須田幹事に昼食会の事を詳し

く話をしたところ、ご一緒出来ず申し訳なく思い残念だったと申しておりました。 

この次皆様がおいでの時には、両クラブ合同にて歓迎会を開催し、感謝の気持ちを表し

たいと思い話し合っております。また、お会いする事を楽しみにしております。たくさんの

方々においでいただければ幸いでございます。どうぞ会員の皆様にはよろしくお伝えくだ

さいます様お願い申し上げます。 

 最後になりましたが貴ロータリークラブの増々のご発展と会員の皆様のご健勝をお祈り申

し上げます。                                          敬白 

  平成24年11月22日 

                        気仙沼ロータリークラブ   会長  三浦 克磨 

合板のはなし     小林 正彦 会員  

 

○ 日本では1907年（明治40年）、名古屋の浅野吉次郎が独自に開発したベニヤレース

（丸太をカツラムキして単板を製造する機械）の実用化によって始まったとされています。

1874年（明治7年）に輸入して博覧会に展示したという記録があります。 

○合板の特徴 

 ①重さの割にその強さが大きい ②広い面積が得られる ③伸び縮みが少ない 

 ④切断、くぎ打ちが容易である ⑤面としての強さが得られる ⑥熱伝導率=少、比熱=大 

 ⑦乾燥木材だから電気伝導性が少ない ⑧木材だから音・機械的振動の吸収性がある 

 ⑨木材だから視覚・触覚に優しい ⑩木材だから和らかな感覚を与える 

○合板の耐久性について―合板と火災 

  合板に難燃薬剤を注入することにより防火性能を付与、難燃材料や準不燃材料の認 

  定を受けた合板も登場 

○合板の防虫・防腐・防蟻について 

 ①合板は製造段階で高熱処理（ﾄﾞﾗｲﾔｰ150~175℃、ﾎｯﾄﾌﾟﾚｽ100~130℃）をするので原 

  木丸太や単板に虫がいても加熱行程中に完全に死滅 

 ②合板を使用する場合は腐朽や蟻害を受けないよう防腐。防蟻薬剤処理が必要で、日 

  本住宅の木材技術センターの品質性能評価基準に定める薬剤で処理 
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☆「私ときずな」  

     第１７回          山口尚志 会員   

 業務、職種柄 「地域との絆」は、非常に深く 地域小中学校との多くの行事に表敬訪問を

含め、併せて幼稚園・小学校の連携ということもあり、多様に参画しているのが現実です。 

 また、生まれ育った地域ということもあり、 地元人として地域の祭りや行事に参画しています。これらの活動

を通して、多くの地域の方と関わりや交流を持てること、今になって感謝の気持ちが増幅してきました。 

 併せて枚方市消防団員となって早や、29年が過ぎ、くずは地域の方と「防災」を通じての関わりは、近年そ

の意識が高まってきたように感じます。何よりの「きずな」が、生まれているものと信じています。 

 そして、ロータリークラブに入会させていただき、13年の年月が過ぎ、会員

諸兄とのつながりや営みは、私の目に見えない貴重な財産となりました。こ

れからも、友情と親睦を深め、奉仕の精神と郷土を思う心を以て精進したい

ものです。 

 さらに今後も、仕事や地域の活動に前向きに取り組み地域との絆を深め

たいものです。 

おめでとうございます！ 

   11月入会祝  岡山量正会員 

～移動例会のお知らせ～   

 ・日 時 ２０１２年１２月８日(土)11:30～12:30 

 ・場 所 中華料理「皇家龍鳳」 リーガロイヤルホテル大阪１５F  

       京阪電車中之島線「中之島」駅直結 

  ＊例会後、大阪国際会議場に移動し地区大会本会議に出席します。 

 

 

２０１２－１３年度国際ロータリー第２６６０地区 地区大会のご案内 

健全な心と 

   体の育成を 

～地球の 

平和のために 

       ～ 2010年 京都大学 iPS細胞研究所・教授（兼務）/副所長、

2011年 京都大学再生医科学研究所・副所長 

戸口田淳也教授 

講師が変更になりました 

●家族の集い（10階会議室）･････････15:00開会 

ホスト枚方RC 田中 昇 様（左） 林 武 様（右）からのPR 

I.M.ご案内 



第１８４１回例会出席報告（１１月２８日） 

総会員数 出席者 出席率 

５７名  ３２名 ６２．７５％ 

第１８３8回 例会補正後 出席率 ８６．７９％ 

   メーク ７名  欠席 ７名   除外 ４名 

     お客様  林   武 様（枚方RC） 

           田中  昇 様（枚方RC） 

○本日の配布物 

①１２月５日週報 

②ロータリーの友12月号 

○本日の回覧物 

①ガバナー月信12月号 

②第6回くずはRC杯枚方少年野球ジュニア大会 

 決勝戦及び閉会式（12月9日）出欠表  

○地区行事等出席報告 

11/28 全委員長会議   高島、原田、平尾、北川 

 山口(伊)、今西、畠仲、川島、日野、嶋田、山口(尚) 

 中村、藤原、粟津、國田、橘、重田、上山  18名 

○地区行事等出席予定  

12/7地区大会晩餐会           高島、畠仲 

12/8例会後全会員 
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ニコニコ箱 合計  ¥5,000 累計   ￥664,475 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊IMよろしくお願いします             枚方RC 

 ＜クリスマス家族例会のお知らせ＞  

   ・日   時：２０１２年1２月２２日（土）  

          １７：００～２１：１５（閉会予定） 

   ・場   所：ウエスティン都ホテル京都 

   ・問い合せ：西田英夫親睦委員長 

 

 ＜シャトルバス＞ 

  ・往路【樟葉駅発】 

    集合場所：樟葉駅前大阪歯科大横 

    集合時間：15時20分（時間厳守） 

  ・復路【ホテル⇒松井山手駅(経由)⇒樟葉駅】 

 ＊ご利用の方は事前にお申込み下さい！  

 

第6回くずはＲＣ杯枚方少年野球ｼﾞｭﾆｱ大会 

決勝戦・閉会式のご案内 

 

  ・日 時 2012年12月９日(日)  

        試合開始1４：１５～ 

  ・場 所 伊加賀スポーツセンター 

        枚方市伊加賀西町５３番２号 

   

  当日の会場は13：00～入場可能です。 

  正門は、テニスコート専用駐車場となっています 

  ので、裏門から入門下さい。 

  ＊閉会式は試合終了後に行います。 

     


