
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： 

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 

・入会式 

・就任挨拶 

・プログラム発表 

・定例理事会及び 

 クラブ協議会 

  

7/11 

（水） 

・理事挨拶 

 5大奉仕・CLP委員長 

7/18 

(水) 

・移動例会 

 於：輝きﾌﾟﾗｻﾞきらら 

・クラブ全員協議会 

 決算/予算審議 
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第１８２１回 例会プログラム 
２０１２年６月２7日（水） くずはゴルフ場 

●１２：３０  

 - 乾杯・食事と歓談 - 

●１２：４５ 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 

 

●3分間スピーチ 

  米田 勉 会員 

●退任挨拶 

    山口 伊太郎 会長 

    北川 順清 副会長 

    初木 賢司 幹 事 

    三木  彰  ＳＡＡ 

●次年度例会について 

    高島 叔孝 次年度会長 

●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 

6 ２７ 米田会員 

  

 ６月の花「カンパニュラ 」 

 花言葉：友情、感謝 
 

      

 

 

 

 

ラテン語の釣り鐘を意味することば

に由来し、花の形が釣り鐘に似て

いるから。英語ではbell flowerとい

いますが、この英名を持つ植物は

十種以上あります。 

      役員の皆様、一年間お疲れさまでした！ 
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 会長の時間 

 山本 正夫 会員 

☆枚方市消防団現況報告  

 枚方市の条例で定められている消防

団員数は500名です。現在の消防団

員数は492名うち男子469名、女子23

名で活動中。また入団希望者として男

子２名、女子３名、計5名。 

（財）大阪府消防協会は府下７地区 

支部で構成 

 平成23年10月19日に行われました

第20回全国女性消防操法大会（横浜

市開催）に大阪府を代表して枚方消防

団が出場。5月から訓練を開始し、47

都道府県が出場する予定でしたが3月

11日に発生した東日本大震災の影響

で東北の岩手県・宮城県・福島県が出

場辞退になったため44都道府県で競

技。枚方消防団は全国第16位の成績

でした。 

 また、今年10月には第23回全国消防

操法大会が東京臨海防災公園にて開

催されます。 

 全国大会に出場するには8月26日

(日)寝屋川公園で開催される北河内

地区支部総合訓練大会で好成績を残

さないといけませんので、 枚方消防

団は津田分団（男性団員）が5月から

毎週3回（夜19時から21時まで）小型ポ

ンプ操法を訓練中。昨年の第56回大

阪府消防操法大会ではみごと優勝し、

全国大会に出場を果たしているので、

2年連続出場をおおいに期待している

ところです。 

 おわりに、枚方消防団は10分団でし

たが、平成24年4月1日付で女性分団

の創設に伴い、現在11分団で活躍し

ております。 

 

 

 

 今月は親睦活動月間にあたってお

ります。これに関連する事項として世

界のロータリークラブの中には、ジャ

ズなどの音楽鑑賞とか、写真に関す

る趣味の愛好会がRIで認定されてい

ます。このほか、テニス、ダイビング、

登山など60を数える愛好者による会

合が盛行しています。これ以外にも皆

様の趣味を通じて世界の方々と通じ

合いたいとの希望があれば、国際

ロータリーから愛好会として認定され

る便益もありますので、どうぞお申し

出下さるようお勧めして、任期満了前

の会長の時間とします。 

  

         

 ３分間スピーチ 
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を教えています。尚、この教育を行うには

公安委員会が行う試験に合格した警備

員指導教育責任者が実施することも決め

られています。 

 本日は当社が新任教育で実施している

業務別教育の一部ですがご紹介します。 

①雑踏警備業務の業務別教育 

 1.雑踏警備業務の基本 

 2.広報活動 

 3.群集の整列規制 

 4.事故発生時の措置 

②交通誘導警備業務 

 1.交通誘導警備業務の形態 

 2.車両及び歩行者の誘導の方法 

 3.緊急自動車接近通過時の留意点 

 今見て頂いたのはビデオ講習で使用し

ているものの一部ですが、この他に教本

を使っての講義、災害事例の説明、警

笛・旗などを使っての実技訓練、実際の

現場で経験してもらう実地教育など様々

な方法により行っております。 

 このような警備員教育を実施し、ユー

ザーから信頼され市民の皆様から好かれ

る警備員を育成するため、日々頑張って

おります。 

 本日は御清聴、誠にありがとうございま

した。 

 卓 話 

 私ども警備会社には警備業を営むに

当たり、警備業法によりいろいろな決ま

りがございます。今日はその一部分の

教育についてお話します。 

 教育の話の前に警備業の区分につ

いてお話します。警備業務は４つに区

分されています。１号施設警備、２号雑

踏・交通誘導警備、３号貴重品運搬警

備、４号身辺警備の４つです。当社は、

１号業務と２号業務を営業しておりま

す。そこで今日は、そのひとつの２号業

務に該当する雑踏警備と交通誘導警

備の警備員教育の一部をご紹介いたし

ます。 

 まず警備員教育には大きく分けると２

種類あります。新たに警備員になる人

に行う新任教育と、現に警備に従事し

ている者に行う現任教育です。新任教

育は雇用時に３０時間以上、現任教育

は半年ごとに８時間以上行わなければ

なりません。さらに教育内容は基本教

育と業務別教育に分けて行わなければ

なりません。基本教育とは警備業法を

はじめとする各種法律法令や警備員と

して必要な一般的な基礎知識を教え、

業務別教育ではそれぞれの区分に応

じた警備に関する専門的知識や技術

 米田  勉 会員 

＜交野警察案内板除幕式＞ ２０１２．６．２２（金）  於：交野警察署 

 

 

 
 

 去る2012年6月22日（金）に交野警察署前にて５ＲＣ親睦ゴルフ大会チャリティで寄贈した

「交野警察案内板」の除幕式がありました。 

 出席者：山口（伊）会長、初木幹事、山中５ＲＣゴルフ大会実行委員長 



ニコニコ箱メッセージ（敬称略） 

＊甲子園球場、出場がかない 

      その上9対５で勝ったその喜びに  山中  卓 

＊SAA一年の反省と会員皆様のご協力に 

      感謝申し上げます           三木  彰 

＊ちょっといい事がありました          平尾公介 

＊甲子園での野球快勝の報いとしての 

      美酒拝受に感謝して         北村  隆 

＊卓話（外部）及び3分間スピーチ無事終わりました 

                            山本正夫 

ニコニコ箱 合計 ￥23,000 累計 ￥1,454,491 

○地区行事等出席報告  

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 山口（伊）、初木、山中   

〇地区行事等出席予定                         

6/29 新旧地区職業奉仕委員会           國田 

7/7 広報委員長会議                   辻村 

7/14 社会奉仕委員長会議         初木、多田 

7/21 合同地区委員会               初木、國田 

7/26 地区財団FVP委員会             初木 

7/28 米山カウンセラー研修会              橘 

メークアック報告 

 平尾公介会員    6/19 枚方RC 
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第１８２０回例会出席報告（６月２０日） 

総会員数 出席者 出席率 

５７名 ３６名 ７０．５９％ 

第１８１７回 例会補正後 出席率  １００．００％ 

   メーク ２名 欠席 ０名   除外 ４名 

 

２０１２ クールビズ実施  

６月１日～９月３０日 

ロータリー徽章 着用 

＜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） 
 

 

＊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。 

＜編集後記＞ 

 

最後の週報になりました。本年度の週報は新た

に会員間の話題づくりとして「クラブ会員による

私の職場紹介」と題し、会員自身の会社の紹介

の欄を設けさせていただきました。 

       ご協力いただきました会員の皆様、 

           ありがとうございました。 

      

                  広報委員会委員長 

                       多田 利生 


