
今日の歌♪ 

 「我等の生業」 

我等の生業 

さまざまなれど 

 集いて図る心は一つ 

求むるところは 

平和親睦（やわらぎむつび） 

 力むるところは向上奉仕 

おお ロータリーアン  

 我等の集い 

今後の予定： 

3/28 

（水） 

・卓話「日本と世界」 

  辻村順一 会員 

・親睦委員会 

・三九会 

4/4 

（水） 

・外部卓話 

 交野警察署準備室 

  室長 多田様 

・定例理事会 

4/11 

（水） 

・卓話「ロータリー雑誌 

 月間に因んで」 

  多田利生委員長 

・被選理事会 

  

4/18 

(水) 

・新旧ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問 

・新旧合同ｸﾗﾌﾞ協議会 
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                  ▲対馬より金、献上される。元号を大宝と改

元。同時に大宝令の一部も施行(701)▲真言宗の開祖・空海、没。62歳

(835)▲藤原道長が病のため出家する(1019)▲柳生一族、家光に剣法を伝

授(1621)▲ナポレオン法典が公布(1804)▲小学校令が改正され、義務教

育年限が６年となる(1907)▲東京で初めての麻雀全国大会開催(1929)▲講

道館、落成(1934)▲函館市で大火。死者650人(1934)▲第１回ＮＨＫのど自

慢全国コンクール優勝大会(1948)▲日本初のカラー劇映画「カルメン故郷

に帰る」封切(1951)▲奈良・高松塚古墳で極彩色壁画発見(1972)▲浦河沖

地震(1982)▲誘拐された江崎グリコの江崎勝久社長が自力で脱出する

(1984)▲グリコ・森永事件の発端となったグリコの江崎勝久社長誘拐事件が

午前0時に 時効成立となる(1994)▲明石海峡大橋開通(1998)  

第１８０８回例会プログラム 
 ２０１２年３月２１日（水） くずはゴルフ場 ３F 

●12:40開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●ロータリーソング 

●「我等の生業」 

●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 

   嶋田愛親 会員 

 

●卓話 

 「不動産と不動産業の歴史」 

   重田 惠年 会員 

●その他  

 ・ニコニコBOX報告 

●13:30 閉会の点鐘 

●本日の会合＜第2回情報集会＞ 

 吾郷、粟津、藤原、原田、畠仲、初木 

 今中、稲田(義)、稲田(博)、岩本 

 北川、北村、小西、國田、三木、源本 

 中村、西田、重田、嶋田、多田、橘 

 高島、上野、上山、山口(伊) 

 山本(一)、山中、米田 

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

3 
２１ 嶋田会員 

２８  

4 

４ 多田会員 

１１ 橘会員 

１８  

２５ 田中（一）会員 

  

３月の花「カルミア」 

花言葉：大志を抱く・神秘的な思い出 

    にぎやかな家庭・賞賛 

属名の「カルミア（Kalmia）」は、スェーデンの

植物学者の「P.Kalm（ペーデル カルム、ピー

ターカルムとも）」の名前にちなむといわれます。

英名は「mountain laurel（マウンテン ローレ

ル）」。アメリカを代表する木で、コネチカットの

州花ともなっています。別名は「アメリカシャク

ナゲ（アメリカ石楠花）、またはハナガサシャクナ

ゲ（花笠石楠花）」と呼ばれます。  



会長の時間 
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新会員自己紹介 

                   稲田 義治 会員 

 入会にあたり、昨年度作成された

「私の履歴書」を興味深く読ませてい

ただき参考にしながらお話しさせてい

ただきます。 

 私は昭和46年万博の翌年に東京

の江戸川区で誕生し、小学校4年の

頃に大阪の地に引っ越してきました。

当時言葉の違いでいじめられたり環

境の変化等もあったり少しやんちゃな

友人と行動を共にしていましたが、高

校受験の時に勉学に励み、公立高

校に進学する事ができました。高校・

専門学校を卒業し、23歳の時に父が

経営している水道業を手伝うことにな

り一から水道業の仕事を覚えました。

その後26歳時に、源本会員に枚方青

年会議所をすすめられ、入会させて

頂きしました。ＪＣで人生観が変わっ

たというか、いまの自分がある 

のはＪＣのお蔭だと思っております。 

 ＪＣでは一代で商売を築き上げ成功

しておられる方や、2代目3代目の方

でも先代の築かれた会社よりも大きく

されている方など、いろいろな方と接

する中で自分としてどうあるべきかを

考えさせられました。30歳過ぎで父の

会社を受け継ぎ、ＪＣで学ばせて頂い

たことを自分の会社に当てはめながら

簡単ではありませんでしたが、自分な

りに思い描いた方向に進んでいる気

がします。 

 40歳になり、このくずはロータリーク

ラブに入会させていただきました。今

後はロータリークラブの地域活動を通

じて地域に貢献していきたいと思いま

すのでどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 先週ご報告申し上げました金森会員

小林会員の症状につきましては無事退

院されました。後遺症もなくわずかのリ

ハビリで、まもなく例会にご出席下さる

ことと期待しております。 

 昨今は漸く春の到来を確認できるよう

な気候となってまいりました。私等の任

期もあと二か月余りを残すのみとなりま

した。 

何卒ご指導ご協力のほどお願い申しあ

げます。 

３月ご入会記念日おめでとうございます！      

入会祝 上野 徹 会員     

前号に続く分 
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医学のウワサ 

〇インフルエンザのワクチンを接種す

ればかからないというウワサ 

 そういう事はありません。かかっても

症状が軽いという事はあります。 

 

〇ワクチンを接種したのにｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ

にかかったのは今年のワクチンが薄

かったか出来が悪かったというウワサ 

 今年は油断して手洗いやうがいの予

防がおろそかになり今年はインフルエ

ンザが流行しました。 

 

〇予防のための手洗い 

 手洗いは効果が大です。 

 

〇健康食品の効果 

 最近テレビＣＭではコラーゲンやグ

ルコサミン等健康食品ブームですが視 

 

聴者に元気になるイメージを与えてい

るだけのもので何に効くとは言ってなく

医学的には効果はない。 
 

血圧の薬（降圧剤）は飲み始めると二

度とやめられないというウワサ 

 血圧は年齢と共に上がっていくのが 

自然で、高血圧の方は薬を飲まないと

下がることはない。薬を服用して下げ

ている方がいい。 

 

〇薬のこと 

 薬を処方すると薬づけは嫌だと拒否

される方がいます。気持ちはわかりま

すが薬を服用することで生命にかかわ

る慢性の病気が予防できるものです。 

薬に対して正しく理解をしていただき、

服用していただくことをお勧めします。 

卓  話 

 

米山ナイトの詳細は 

米山記念奨学会ＨＰで↓ 

  http://www.rotary-

yoneyama.or.jp/ 



ニコニコ箱メッセージ（敬称略） 

＊甲子園出場記念トロフィーをいただいて！ 駕田  毅 

＊山口会長ありがとうございました。 

 甲子園出場記念品を頂いた喜びに      川島吉博 

ニコニコ箱 合計 ￥20,000 累計 ￥1,013,491 
〇本日の配布物 

①ロータリーの心と実践(2012年改訂版） 

②ニコニコ箱累計のお知らせ 

○地区行事等出席報告 

3/17 職業奉仕委員長会議（本・次年度委員長） 

                             畠仲、中村 

〇地区行事等出席予定 

3/24 国際奉仕・WCS本・次年度委員長会議  

                             藤原、粟津       

3/31 PETS・地区チーム研修ｾﾐﾅｰ  高島、初木、國田 

4/3 12-13年度のための地区協議会事前説明会  初木 

4/28 12-13年度のための地区協議会   

           高島、畠仲、川島、原田、中村、多田 

             重田、藤原、國田、橘、宮田、初木      
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第１８０７回例会出席報告（３月１４日） 

総会員数 出席者 出席率 

56名 30名 60.00％ 

第１804回 例会補正後 出席率 ６４．７１％ 

   メーク ４名  欠席 １８名   除外 ６名 

＜ 第2回情報集会のお知らせ ＞ 

 

 〇日 時 ： ２０１２年３月２１日（水）１８：００～ 

 〇 所 ： ひらかた仙亭 ☎ 072-846-3333 

 〇会 費 ： ５，０００円  
 

 

 仙亭の料理長より【男性でも気軽にできる家庭料理】を 

 提供して頂けますので是非、ご参加ください！ 

＜ 第26回三九会のお知らせ ＞ 

 

 〇日 時 ： ２０１２年３月２８日（水）１８：００～ 

 〇場 所 ： 宇和海料理 藝夢（げいむ） 

         大阪市北区天神橋2-2-7 ☎06-6355-1188 

 〇会 費 ： １２，０００円 

  南宇和深浦港から直送された新鮮な海の美味・珍味 

  （タビ海老やセミ海老のお造りなど）が味わえます！ 

                        

＜献血キャンペーン＞ 
2012年３月２９日（木） 

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＞ 
201２年３月２７日(火) 

 AM７：３０～  京阪牧野駅前にて 

＜社会奉仕委員会からのおしらせ＞ 

＜春の交通安全運動啓発活動について＞ 
 

   ＊４月６日(金)１６：００～啓発パレード 

      集合 15:45 枚方ビオルネ付近 

      パレード（約1時間）終了後解散 

   

   ＊４月９日(月)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ジャンパー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。 


