
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： 

6/20 

（水） 

・卓話 

 米田 勉 会員 

6/27 

（水） 

・最終例会 

・退任挨拶 

 会長、副会長 

 幹事、SAA 

  

7/4 

（水） 

・新年度初例会 

・就任挨拶 

・プログラム発表 

・定例理事会及び 

 クラブ協議会 
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                 ▲羽柴秀吉、京都山崎で明智光秀を破る。光秀

は大津へ落ちる途中、 小栗栖で農民の襲撃を受けて絶命。光秀55歳(1582)

▲日本人初の太平洋横断に出航(1610)▲本居宣長『古事記伝』完成(1798)

▲築地小劇場開場(1924)▲細菌学者で慶應義塾大学医学部創設者の北里

柴三郎没(1931)▲太宰治が29歳の愛人の山崎富栄と玉川上水に入水自殺。

38歳。死体の発見された6月19日は“桜桃忌”(1948)▲「ニューヨーク・タイム

ズ」、ベトナム戦争の「秘密報告書」を暴露(1971)▲新自由クラブ結成。河野

洋平を代表(1976)▲広島東洋カープの衣笠祥雄、2131試合連続出場の世界

新記録達成(1987)  

第１８１９回 例会プログラム 
２０１２年６月１３日（水） くずはゴルフ場 

●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 

  白井博巳 新会員 

●外部卓話 

 枚方市長 竹内脩様 

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 

     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、山本(一) 

 粟津、國田、橘、木﨑、原、宮田 

＜新旧合同理事会＞ 

 於：がんこ枚方店 18:30～ 

 山口(伊)、高島、北川、初木 

 三木、小西、中野、畠仲、國田 

 日野、山中 、原田、川島、今西 

 中村、藤原、多田、重田、西田   

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

6 

１３ 白井会員 

２０ 山本（正）会員 

２７ 米田会員 

  

６月の花「モクレン」 

花言葉：自然への愛・恩恵・高潔な心 

名前のモクレンは、昔は蘭に似た花が咲くので

「木蘭（モクラン）」と呼んでいましたが、蓮にも似る

ことから「木蓮（モクレン）」になったとも。また漢名

の木蘭の音にもとずく名だともいわれます。 

別名は「モクレンゲ（木蘭華）」 



Page 2 『貴方が動けば 何かが変わる』 

 入 会 式 

 

＊白井 博巳 会員  ４ ５才 

＊事 業 所   (株)タイヨー運送代表取締役 

＊事業所住所 枚方市野村元町６－１  

          TEL 858-8350 

＊職業分類   運送  

＊推 薦 者    北川順清会員、日野守之会員 

枚方東消防署 消防監 御明 雅之 様 

 卓 話 

〇避難所マップ 

 避難所マップでは、第一次避難所・第

二次避難所・広域避難地の所在地・連

絡先・地図情報を掲載しています。 

 枚方市は災害が発生または災害発生

のおそれがある場合、市が指定する第

一次避難所の中から、開設する避難所

を選定します。なお、第一次避難所のス

ペースが不足した場合は、市が指定す

る第二次避難所の中から、開設する避

難所を選定します。第一次避難所は主

な場所として市立小学校、第二次避難

所は市立中学校を指定。 

 広域避難地とは・・・火災の延焼拡大に

よって生じる輻射熱及び熱気流から市

民の安全を確保できる場所（市選定）。 

〇洪水ハザードマップ 

 洪水ハザードマップは大雨によって淀

川（本川）、船橋川・穂谷川・天野川（支

川）の堤防が壊れたり、堤防を越えて水

があふれた場合の予測される浸水範囲

と水深、避難場所（洪水時）を示したマッ

プ。地図に示した「浸水の範囲」以外の

場所でも、状況によっては浸水すること

があるので注意が必要。 

〇自主防災組織 

①作ろう、参加しよう、育てよう ！ 

 個人や家族の力だけでは限界があり、

万全とはいえません。日頃からお付き合

いしている隣近所や自治会の人達が、

災害が発生したときにお互いに助け合

い、協力しあえるように心がけることから

自主防災の活動がはじまります。 

 

②みんなで学ぼう！ 

 一人ひとりが防災に関心を持ち、防災

に関する知識を身につけましょう。災害

が起こったときに、自分たちのまちに予

想される事態やそれへの対応について

話し合いましょう。また、援助を必要とす

 

 

  

         

 ６月誕生日祝 おめでとうございます！       6月 米山奨学金授与 

６月お誕生日祝  藤原和彦 会員               米山奨学生 董璞玉さん 



Page 3 2011-12年度 第44号 

Weekly Club Bulletin 

   ２011～12年度 ６月度理事会通信  
 

 

〇報告事項 

 ①新旧理事会開催の件  

 6月13日（水）18:30～ がんこ枚方店  

 ②5RC親睦ゴルフチャリティ寄付の件 

 警察案内板を寄贈 （新設交野警察前） 

 6月22日15:30～除幕式挙行   

 ③100万ドルランチ・ニコニコBOX報告 

  100万ドルランチ¥167,000（4月まで） 

  ニコニコBOX¥1,346,491（5月30日現在） 

 

〇審議事項                             

 ①ニコニコキャンプの件 

 ・8月3(金）～5日(日)応援登録3名      承認 

 ②枚方JC50周年記念式典の件 

 ・9月22日於：枚方市民会館 次年度へ一任承認 

 ③最終例会の件 

  ・12:30乾杯食事１２：４５より例会開始  

  スクール形式とし例会場での食事とする  承認 

 

るように、必要な知識や技術を、実際に体

験しながら修得しましょう。 

⑤資機材を備えよう！ 

 各家庭で備えるもの、自主防災組織で備え

るもの、中には価格の高いものや操作するの

に訓練が必要なものもあります、まずは誰も

が簡単に使えるものからそろえていくようにし

ましょう。災害時に一番大切なことは、隣近所

や各地区の人達と日頃から防災について話

し合い、役割を決めた訓練をするなど、いざ

というときに備えましょう。日頃の隣近所のコ

ミュニケーションと備えが大切です。 

る人たちに、それぞれ何ができるのか、

どのような支援体制がよいか、打ち合わ

せをしましょう。  

③地域を点検しよう！ 

•消火栓の上や近くに違法駐車や放置

自転車などの障害物はないか？  

•避難所をみんなが知っているか？ 

・避難するときに危険な場所はないか？  

 地域に住むみ皆が安全に避難できる

方法や経路など事前に確認しましょう。  

④訓練に参加しよう！ 消火器の使い

方、人工呼吸や心臓マッサージの方法

などはいつ災害が発生しても対応でき

「 Eクラブでのメークアップ方法 」 

Ｅクラブとはインターネットのホームページ例会を開

くロータリークラブです。日本には「日本ロータリーE

クラブ2650」と「和歌山サンライズRC」があり、ロータ

リアンはサイト上で３６５日２４時間いつでもメ-クアッ

プが可能。ホームページ上での参加時間は３０分以

上。現在世界中で４４のE-クラブが活動中。 

 

 Eクラブのホームページへ ⇒ トップ画面右上

「メークアップ」をクリック ⇒ 「メークアップはこちら

から」をクリック ⇒ 「議題内容」ページの説明を読

んで（設問1.～設問7）「投稿内容をご記入ください」

へ入力後、氏名、所属クラブをE-mailに書き込み

「確認画面へ」をクリック（確認画面では「他の投稿を

見る」で他の人が投稿した内容が見られる） ⇒  

書き込んだ文章を確認 ⇒ 「上記内容で投稿して

決済へ」をクリック（書き直す場合は「前の画面へ戻

る） ⇒ メークアップ投稿が完了 

 

 投稿内容をEクラブ事務局で確認後、投稿時の

メールアドレス宛に証明書が送付されます。証明書

をプリントアウトし所属クラブで手続きをしていただけ

ればメークアップは完了  

※メークアップ証明書の発行手数料￥500（税込）が

必要。支払方法はカード（VISAとMASTERCARD）決

済 



ニコニコ箱メッセージ（敬称略） 

＊防災卓話を聞いてのよろこびに        原田武夫  

＊初木幹事の圧力に負けて           國田欣吾 

＊白井博巳君を紹介できました喜びに    北川順清 

＊3分間スピーチをご清聴頂きありがとうございました 

  今日はダミアン君のお誕生日です     山本一郎 

＊いよいよ後１ヶ月となりました 頑張ります  初木賢司 

＊欠席のお詫びに                 嶋田愛親 

＊今月卓話ができるよろこびに         米田  勉 

＊誕生祝を頂いて                 藤原和彦 

＊例会に出席できたよろこびに         小林正彦                   

ニコニコ箱 合計 ￥60,000 累計 ￥1,406,491 

〇本日の配布物 

①2011～12年度地区大会記録書 

②卓話資料 

○本日の回覧物 

・RI2660地区職業研修派遣団を募集案内 

○地区行事等出席予定                         

6/20 12-13年度第1回地区社会奉仕委員会  初木 

6/22 交野警察案内板除幕式 

7/7 広報委員長会議                辻村 

7/14 社会奉仕委員長会議 

7/28 米山カウンセラー研修会 

メークアック報告 

 平尾公介会員  6/12 京都八幡RC 
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第１８１８回例会出席報告（６月６日） 

総会員数 出席者 出席率 

５７名 ３５名 ６６．０４％ 

  お客様 御明雅之様 （枚方東消防署長 消防監） 

        大平博文様 （枚方東消防署 消防指令） 

        董璞玉(トウボクギョク)様 (米山奨学生) 

第１８１５回 例会補正後 出席率  ６８．００％ 

   メーク ４名 欠席 １６名   除外 ６名 

＜ホタル狩り家族例会のご案内＞ 

＊日   時 ２０１２年６月３０日（土）午後６～９時 

＊集合場所 京阪出町柳駅 京阪（バスストップ） 

*集合時間  午後５時 洛雲荘の送迎車あり 

＊行    先  京都 雲ケ畑 洛雲荘 

＊参 加 費 無料（会員・ご家族共） 

＊参加申込 ６月２０日(水) 

 

＊その他  お料理は約１万円相当を用意する予定      

 会員・会員ご家族の皆様、多数のご参加をお待ち 

 しています。 

＜お知らせ＞ 

   寄贈した交野警察案内板の除幕式 

  ＊日時 2012年６月22日（金）15:30～ 

   ＊場所 交野警察署前 

         交野市倉治一丁目40番1号 

   ＊5RC親睦ゴルフチャリティ資金で寄贈 

   除幕式に参加希望される方は幹事または事務局 

   までご連絡下さい。 

 

＜野球同好会からのお知らせ＞ 
第29回全国RC野球大会 

 

・日   時：2012年6月１5日(金) 13:00～14:30 

・場   所：阪神甲子園球場 

・集合時間：10:30(11時より球場入場)時間厳守 

・集合場所：甲子園球場６号門前 

※球場には入場証がないと入れません。 

 入場希望の方は野球同好会事務局または 

 RC事務局まで！ 


