
今日の歌♪ 

 「四つのテスト」 

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 

 

今後の予定： 

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 

 

4/25 

（水） 

・卓話 

 山本一郎 会員 

 

  

5/2 

（水） 

・定款により休会 

5/9 

（水） 

・卓話 

・定例理事会 
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                 ▲ナポレオンが退位宣言に署名する(1814)▲

江戸城、無血開城して政府軍が入城。徳川慶喜は水戸へ向かう(1868)▲

東京女学校開設(1868)▲新宿・立川間、鉄道開通(1889)▲改正度量衡法

が公布され、法律によりメートル法を使用することが 定められる(1891)▲

マッカーサー元帥解任(1951)▲イスラエルで旧ナチスのアイヒマンの裁判

が開始(1961)▲ボクシングの世界ライト級タイトルマッチで挑戦者のガッツ

石松が8回KO勝ち。 両手を挙げて勝利の喜びを「ガッツポーズ」(1974)▲

ハレー彗星、76年ぶりに地球大接近(1986)▲坂本龍一、アカデミー賞を受

賞。「ラストエンペラー」オリジナル作曲賞(1987) 

第１８１１回例会プログラム 
 ２０１２年４月１１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 

 「四つのテスト」 

●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 

  橘 喜久夫 会員 

 

●卓話「ﾛｰﾀﾘｰ雑誌月間に因んで」 

    多田 利生 広報委員長 

● その他  

 ・ニコニコBOX報告 

●13:30 閉会の点鐘 

●本日の会合 

＜被選理事会及び 

    第2回予定者クラブ協議会＞ 

 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、日野、嶋田、山口(尚) 

 金森、平尾、源本、、辻村、中谷、粟津 

 山本(一)、國田、橘、木﨑、原、宮田 

  

４月の花「ロベリア」 

花言葉：貞淑・謙遜・人目につく 

 名前のロベリアは、ベルギーの植物学者「M.de 

L'Obel（マティアス・ド・ローベル）」の名前に由来し

ます。また蝶々のような形や色から、和名を「ルリチョ

ウチョウ（瑠璃蝶蝶、瑠璃蝶々）」、または「ルリミゾカ

クシ（瑠璃溝隠）」といいます。英名は「edging lobe-

lia（エッジング ロベリア）」です。  

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

4 

１１ 橘会員 

１８  

２５ 田中（一）会員 

5 

２  

９ 田中(太)会員 

１６ 辻村会員 

２３ 若林会員 

３０ 高島会員 

５月30日はくずはロータリークラブ創立記念日100％出席例会 
  全会員出席で 「出席率１００％」 を達成しましょう！ 



Page 2 『貴方が動けば 何かが変わる』 

会長の時間 

 皆さんこんにちは。本日は交野警

察署準備室より室長の多田賢治様、 

相談総課長の岩田三智代様をお迎

えしての例会でございます。多田様

には後ほど卓話をお願いしておりま

すのでよろしくお願いいたします。 

 私共の任期も残り少なくなり、次年

度への動きが加速してきております。 

 その中で、国際ロータリー細則第１３

条の規定に基づき２０１４～２０１５年

度国際ロータリー第２６６０地区ガバ

ナー候補者に大阪帝塚山ロータリー

クラブ会員、泉博朗（いずみひろあき）

氏が指名されました。 

 以上ガバナーノミニー決定のお知ら

せをし会長の時間を終わります。 

卓  話 

交野警察署準備室 室長 

         多田 賢治 様 

〇日程  

 平成24年5月31日（木）建物引渡し 

 約1カ月にて所内を準備 

 平成24年7月2日（月）開署目標 

〇境界線と受持交番 

 別紙のとおり 

〇署訓（目標） [一 署 懸 命] 

 ＡＢＣの実践  

 単純なことほど重要性を意識して 

 行うこと 

  

 

失敗したら潔く反省し、改善すること 

〇治安  

・改善率が回復傾向にあるのをさらに 

 向上させること（前年比一割減） 

・街頭犯罪二割減を一層改善する 

 こと 

・前任地での事例（検挙活動の効果） 

 就学希望女子大生の被害（ひった 

 くり）は、精神的ショックもあってその 

「交野警察署について」  

４月入会記念日 お誕生日おめでとうございます！      

 入会記念日祝 上山芳次会員    入会記念日祝 今中七郎会員   お誕生日祝 原田武夫会員 

３月入会記念日祝 金森市造会員                ４月４日例会お客様 

多田賢治様（右） 岩田三智代様（左） 
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Weekly Club Bulletin 

 人の人生すら変える恐れがあること 

・車上ねらいは道路上駐車の注意義 

 務を怠ったことによるものでも犯罪の 

 後始末が甚大 

・活動状況の機会を捉えては話題に 

 乗せて改善に努めること 

〇謝辞 

 社会貢献の高いロータリークラブの 

 発展を祈念し、併せて警察行政への 

 協力を依頼します 

 

 

 ＊４月６日(金)１６：００～啓発パレード 

      15:45 枚方ビオルネ付近で集合 

      パレード（約1時間）終了後解散   
  

社会奉仕委員会報告 
 

 

＊４月９日(月)７：３０～くずは駅早朝キャンペーン 

      くずは駅前にて絆創膏を配布  

      配布終了後は例会場にて反省会開催 

＜春の交通安全運動啓発活動実施＞ 

(出席者）敬称略 山口（伊）、高島、初木、駕田、南、國田、粟津 

            多田、上野、山本(正)、橘             １１名 

(出席者）敬称略 山口(伊)、初木、駕田、高島、南、山中、岩本、北川 

 三木、上山、川島、重田、日野、國田、米田、上野、多田、橘 18名 

 献血・春の交通安全運動と2週間４回にわたり多くの会員皆様にご協力頂き、またﾊﾟﾚｰﾄﾞでは寒い中 

 最後までご参加頂き感謝申しあげます。           社会奉仕委員長     國田 欣吾 

山口会長から室長様へのお礼の言葉 



ニコニコ箱メッセージ（敬称略） 

＊元気で例会に出席できる喜び         今中七郎 

＊入会記念品を頂いたよろこびに        上山芳次 

＊３月入会記念品を頂いて            金森市造 

ニコニコ箱 合計 ￥20,000 累計 ￥1,135,491 

〇本日の配布物 

・11-12年度委員会引継書 

○本日の回覧物 

・枚方フェスティバル2011冊子 

〇地区行事等出席報告 

4/6 交通安全パレード 

   山口（伊）、高島、初木、駕田、南、國田、粟津、多田 

   上野、山本(正)、橘   11名 

4/9 交通安全啓蒙グッズ配布 

   山口(伊)、初木、駕田、高島、南、山中、岩本、北川  

   三木、上山、川島、重田、日野、國田、米田、上野 

   多田、橘   18名 

〇地区行事等出席予定                          

4/12 米山奨学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ         高島、橘 

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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 ２０１２年４月の 

 ロータリーレート １＄＝８２円 

 

第１８１０回例会出席報告（４月４日） 

総会員数 出席者 出席率 

56名 ３２名 ６２．７５％ 

第１80７回 例会補正後 出席率 ７４．４５％ 

   メーク ８名  欠席 １２名   除外 ６名 

お客様  多田 賢治 様（交野警察署準備室長） 

      岩田三智代様（交野警察署準備室総務課長） 

  

   2011～12年度 ４月度理事会通信  

 

〇報告事項 

 ①新旧ガバナー補佐訪問4月18日(水)の件 

  11:30～事前懇談会（出席者）新旧会長・幹事・副会長 

  卓話時間新旧クラブ協議会開催(報告は各奉仕部門) 

 ②新旧合同委員会（5月9日）の件 

  新旧合同委員会にむけ委員会引継書は４/11配布、 

   4/25提出期限 
   

〇協議事項                             

 ①入会金の件 

  元会員のご子息(親族）または同一会社の入会希望者 

  に対する入会金措置を協議   

  退会3年未満の場合に限り入会金の支払い義務は無 

 ②5月30日創立記念日例会の件 

   出席率100%例会ＰＲ週報掲載 

   移動例会とし全会員に記念品を授与 

 ③家族例会ホタル狩りの件 

   6月30日(土)開催 参加費無料 

   当初予定6月13日は通常例会に変更   
   

〇その他 

  ・枚方ＲＣとの親善ゴルフコンペ 5月13日(日) 

   メーク扱いとする(クラブ行事)  ホストは枚方ＲＣ                 


