
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 

今後の予定： 

5/2 

（水） 

・定款により休会 

5/9 

（水） 

・クラブ協議会 

 「新旧合同委員会」 

・定例理事会 

5/16 

（水） 

・クラブフォーラム 

 地区協議会報告 

・被選理事会 

  

5/23 

(水) 

・卓話 

 中谷賀久会員 

5/13 

(日) 

・枚方RC・くずはRC 

 合同ゴルフコンペ 

 枚方国際ｺﾞﾙﾌ倶楽部 
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KUZUHA ROTARY CLUB   KUZUHA ROTARY CLUB   KUZUHA ROTARY CLUB   Weekly Club BulletinWeekly Club BulletinWeekly Club Bulletin 

                  ▲漏刻（水時計）を使って初めて鐘鼓を打って

時を知らせる(671)▲:藤原秀郷が平将門の首を献上する(940)▲:琉球の使

者が薩摩に来航する(1516)▲モンゴルフィエ兄弟が熱気球の実験に成功

(1783)▲フランス、ギロチンの実用化(1792)▲スエズ運河が起工(1859)▲最

初のハワイ移民、120名余りが横浜港を出発(1868)▲サンフランシスコ会議開

催。国連憲章を作成(1945)▲小学校でローマ字教育が始まる(1947)▲大阪

駅前に初の横断歩道橋(1963)▲自治体、隔週土曜閉庁(1988)▲有楽町の

三菱銀行3億円強奪事件の犯人フィリップ・エミール・ジャマンが 逮捕される

(1988)▲人気ロック歌手の尾崎豊が泥酔して保護されるが肺水腫で死亡。26

歳(1992)▲パリ・マラソンで、吉田光代が2時間29分16秒の大会新記録で初

優勝(1993)  

第１８１３回例会プログラム 
 ２０１２年４月２５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 

 「われら日本のロータリアンの歌」 

●お客様紹介 

●会長の時間 

●委員会報告  

 ・出席状況報告・他 

●3分間スピーチ 

  田中一眞 会員 

●卓話 

 山本一郎 会員 

●その他  

 ・ニコニコBOX報告 

●13:30 閉会の点鐘 

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

5 

２ 定款により休会 

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！ 

  

 ４月の花「スターチス」 

 花言葉：私の心は永遠に変わらない・誠実 

     いたずら心・驚き・上品 

属名のリモニウムはギリシャ語の「草原、沼」に因むと

されます。名前のスターチスは、この花に下痢止めの薬

効があるためギリシア語の「止める」が転訛したものだ

そうです。日本では「ハナハマサジ（花浜匙）」と呼ばれ

ています。英名は「Sea lavender（シ ーラベンダー）、

statice（スターチス）」。  
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会長の時間 

 三村雄太郎ガバナー補佐をはじめ

米山奨学生の董璞玉(トウボクギョク)さ

ん、大東中央RC太田八重子様、赤十

字北大阪事業所から森本実様、槝之

浦研一様、新井崇嗣様を迎え光栄に

存じます。どうぞごゆっくりなさって下

さい。 

 

 次に2013年のＲＩ国際大会におきまし

て、第３ゾーンからＲＩ理事を指名する

指名委員会指名委員に2660地区から

パストガバナー若林紀男氏、補欠委員

にパストガバナー横山守雄氏を推薦し

たいとの提案がありました。 

 当クラブからこれに賛意を返答したい

と思います。 

新旧クラブ協議会 

ご 挨 拶 

大阪府赤十字血液センター北大阪事業所 事業課長 森本実 様 

 北京から来日、関西外国語大学大学

院外国語学部中国ビジネス専攻にお

いて修学中です。 

 貴クラブのお世話を頂くことになり光

栄に思っております。これからは米山

奨学生の自覚を持って懸命に勉強し、

ご期待に添うよう努力したいのでよろし

くご指導ください。 

 日頃より献血事業にご協力を頂き感

謝します。 

 4月より茨木市に隣接する彩都市に事

業所を移転、経営面でも集中してすべ

ての業務を行うことになりました。 

 現在、献血量は少量で特にO型が不

足しています。手術に当っては四日分

の備蓄を必要とするのに現在は二日分

を残している程度。駅前にバスを配車し

ても協力者が少ない現状を察していた

だき、今後一層の後援をお願いいたし

ます。 

2012年米山奨学生 董璞玉(トウボクギョク) 様 

 本日の週報を拝見し、第1面下欄に

創立記念日100%出席例会の掲載を拝

見し、大変心強い感がいたします。何

卒ご盛会を祈念します。これに限らず

出席率向上につきましては常時怠りな

くご努力をお願いします。 

 家族例会にも専念されておられ、まこ

とに結構で益々の活発化を期待して止

みません。 

RI2660地区第3組 ガバナー補佐  三村 雄太郎 様 

 東日本震災はじめ非常対策にはIM3

組の中においてもいち早く貴クラブの

ご努力が目立ち喜ばしい限りです。 

 来年度におかれても被災地の現況視

察のご計画をご検討中とのことまことに

心強く思います。どうぞ適切なご奉仕

につき成功されるよう祈念いたします。 

 



Page 3 2011-12年度 第38号 

Weekly Club Bulletin 

〇親睦委員会について 

 秋・クリスマス・初夏の家族例会開催 

〇情報委員会について―情報集会２回 

 開催済 年度内にあと１回開催予定 

〇会員増強について―現在入会２名 

 退会２名 年度内に純増１名を目指す 

〇出席について―ホーム・補正後出席 

 率の向上に次年度と共に努力する 

クラブ奉仕部門報告    北川 順清 副会長（クラブ奉仕委員長） 

職業奉仕部門報告     畠仲  聡 職業奉仕委員長 

〇フォーラム・職場見学は実施せず 

〇関連卓話  

 昨年10月5日(水)実施「月間に因んで」 

 講師 くずは青葉幼稚園園長山口尚志  

〇出前授業  

 枚方市学びのリーダーバンク「どこでも 

 なんでも出前塾」に7種の職業を登録し 

 ているが講師要請はなし 

〇職場体験  

・2012年1月くずは青葉幼稚園  

 地元中学校より5名実施 

・2012年2月ダイコロ株式会社  

 枚方市立招提北中学2年生2名実施 

        

社会奉仕部門報告     國田 欣吾 社会奉仕委員長 

国際奉仕部門報告     初木 賢司 幹事 

〇東北支援 

 地区3組中でも素早い支援活動を実施 

 （自転車、LED懐中電灯、支援金） 

〇春・秋の献血ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ実施 

〇春・秋の交通安全啓蒙運動実施  

 多くの会員皆様の参加・協力を頂きま

したことに感謝しております。残り2ヵ月は

全ての参加事業・協賛事業等の仕分け

をしながら次年度に引き継ぎたいと考え

ております。 

〇ロータリー財団 

 寄付金地区目標達成 

〇米山奨学 

 ２０１２年度米山奨学生を受入 

〇鹿港東RC（台湾） 

 今年度は交流なし 

 

新世代奉仕部門報告   日野 守之 新世代奉仕委員長 

CLP部門報告        上山芳次 CLP委員長 

〇少年野球ｼﾞｭﾆｱ大会開催 

 ８月末より３ヵ月におよぶ大会無事終了 

〇ボーイスカウト支援  

 団長の田端氏来訪 

〇北河内柔道大会協賛 

〇枚方市へ安全ちょうちん50個寄贈 

 本年度は枚方RCと共同寄贈 

〇出席率の向上に努めましたが成果が 

 でませんでした。 

 次年度につきましては各関係委員会と 

 協議をし、より一層の出席率向上にむ 

 け努力して参りますので、皆様例会に 

 出席いただきますよう報告兼お願いを 

 致します。 

次年度事業計画      高島叔孝 会長エレクト 

〇次年度会長テーマとして「原点回帰」 

 を掲げ、種々の事業を展開し、会員相 

 互のより一層の「きずな」深めるという目 

 標を立てております。 

 皆様の御協力よろしくお願いいたしま 

 す。 

   

 



ニコニコ箱メッセージ（敬称略） 

＊徽章を忘れたおわびに             畠仲  聡 

＊母の葬儀御礼に                 岡山量正 

ニコニコ箱 合計 ￥15,000 累計 ￥1,188,491 ○本日の配布物 

①「ロータリーの心と実践」訂正のお願い 

②くずはRC創立記念日100%例会のご案内 

〇本日の回覧物 

①2011-12年度秋のライラ報告書 

〇地区行事等出席予定                         

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、金森 

5/29 IM3組会長幹事会          山口(伊)、初木 

6/2 次年度会員増強セミナー            源本 
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＜次年度のための地区協議会＞ 

 

〇日 時  ２０１２年４月２８日（土）登録開始 １２：３０  

〇開 会  １３：００～ 閉会予定 １７：００ 

〇場 所  大阪国際会議場（受付：５Fﾒｲﾝﾎｰﾙ）        

       大阪市北区中之島5－3－51  

〇部 門 次年度会長、次年度幹事、S.A.A 

       次年度クラブ奉仕、次年度職業奉仕 

       次年度社会奉仕、次年度新世代奉仕  

       次年度国際奉仕、次年度ロータリー財団 

       次年度米山奨学、次年度研修リーダー    

〇出席予定者  高島、畠仲、川島、原田、中村、多田 

         重田、藤原、國田、橘、宮田、初木、金森 

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/ 

第１８１２回例会出席報告（４月１８日） 

総会員数 出席者 出席率 

５６名 30名 60.00％ 

第１809回 例会補正後 出席率 76.22％ 

  メーク  8名  欠席  10名   除外  6名 

お客様 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐三村雄太郎様（枚方RC） 

              太田八重子様（大東中央RC） 

           森本 実  様（赤十字） 

           新井 崇嗣 様（赤十字） 

           槝之浦研一様(赤十字) 

           董 璞 玉   様(米山奨学生) 

＜第16回枚方RC・くずはRC親睦ゴルフコンペ＞ 

 

〇日 時 ：２０１２年５月１３日（日）10:08ｽﾀｰﾄ（OUT/IN共） 

〇場 所 ：枚方国際ゴルフ倶楽部  

〇締 切 ：5月2日(水) 

〇ﾌﾟﾚｰ費等(昼食・会食含)一人\17,980円の予算（補助有） 

〇今回は当クラブがホスト役です。 

 会員皆様方のご参加をお願いいたします。 

 会葬御礼           

 先達て、4月12日故母岡山豊子の葬儀には、おい

そがしい中、多くのロータリアンの方々にお世話

になり、ご会葬いただきありがとうございまし

た。また、会員皆様はじめ多くの方々から沢山の

お花を頂戴し、本人も喜んでいることとおもいま

す。ありがとうございました。  

             会員  岡山量正     

三村雄太郎ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 太田八重子様(大東中央RC)    

＜4月18日例会のお客様＞ 

 
 

  新井崇嗣様   森本実様   槝之浦研一様  董璞玉様 

  (赤十字)     (赤十字)    (赤十字)    (米山奨学生) 


