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2013～14年度 北川会長テーマ 

『 自 他 敬 愛 』 
 ～より愛情に満ちた思いやりのある奉仕活動を!!～  

第１８８１回 例会プログラム 

２０１３年１０月２日（水）くずはゴルフ場 

●１２：４０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 
●委員会報告 
・出席状況報告 

●３分間スピーチ 

  岡山 量正 会員 

●卓話 

「職業奉仕月間に因んで」 

  米田 勉  職業奉仕委員長 

●その他 

 ・ニコニコBOX報告 
●１３：３０閉会の点鐘 

●本日の会合 

＜定例理事会＞ 

北川、原田、高島、小北、日野 

三木、橘、山口伊、嶋田、米田

木﨑、西田、重田  

 

おめでとうございます！ 

１０月 祝入会記念日 １０月 祝お誕生日 

足立恒雄会員（S50年） 

南  武 会員（S62年） 

小北英夫会員（H６年） 

原 正和会員（H16年） 

 

今中七郎会員（６日） 

中西庸夫会員（８日） 

稲田義治会員（11日） 

片桐公秀会員（22日） 

 

10/9 
(水) 

・卓話  

 稲田義治会員 

10/16 
(水) 

定款により休会 

10/23 
(水) 

・卓話 

「月間に因んで」 

原 米山奨学委員長 

10/30 
(水) 

・卓話 

 三木 彰 会員 

・40周年実行委員会 

9日 駕田 毅 会員 

16日 休 会 

23日 北村 隆 会員 

30日 小林正彦会員 

11/6 金森市造会員 

今日の歌 
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 「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 

今月の予定 

３分間スピーチ 



  北川 順清 会長 

   先ほど市長室を訪問致しまして、交通安全グッズ「飛び出し注意」

看板40基とLEDの誘導灯100本を寄贈してまいりました。本事業は、“こ

どもを交通事故から守る”人道的奉仕活動としまして、社会奉仕委員会

の事業として地区補助金を申請し実施したものです。対象が子供（小学

校）ですので、新世代奉仕委員長も同席しての贈呈式といたしました。 

 竹内市長さん午後の公務が押している中を、皆様へのご挨拶とお礼

のために本例会に出席戴いています。私の話が長くなりますとせっかく

の食事時間が短くなりますのでこれで終わります。13時少し前に市長は

退席されますが、例会では外部卓話者としまして昨年度から新設されま

した“こども青少年部”課長の漆原正義様より「子ども安全に関する市の

取り組みについてご講演戴きます。 

【会長の時間】 

１．9月は敬老月間 

２．全国人口1１０百万人― うち65歳以上２５％ 

  枚方市人口４０９千人― ６５歳以上23.3％（９４千人) 

                  100歳以上１２５人 

３気候変化の著しい年とて健康に留意されたい 

【ご挨拶】 枚方市長 竹内 脩 様 

 竹内 脩 枚方市長 

＜子ども安全看板贈呈式＞ 
2013年9月25日（水）於：枚方市役所市長室11:30～ 

出席者：北川、小北、日野、嶋田、木﨑 
 “子どもを交通事故から守る”社会奉仕（人道的奉仕）活動として「飛び出し注意」看板40基と、LEDの誘導灯

100本を枚方市に寄贈。「看板は校門や通学路など危険個所に設置し、誘導灯は子ども達の帰宅時や交通安

全指導に役立てて戴きたい」と北川会長からの挨拶のあと、竹内枚方市長より感謝状を頂きました。 

 竹内市長より感謝状を頂きました     



＜５RC親睦ゴルフ大会＞ 

 

 ■日  時：2013年10月26日（土）  

 ■場  所：四條畷CC 

          四條畷市下田原2353 

         ℡；072-876-1501  

 ■集合時間：各自スタート時間の30分前  

         （8時31分ＯＵＴ・8時28分ＩＮスタート） 

 ■参 加 費 ：10,000円 

 ※10月15日以降のキャンセルは 

   参加費の返却はできません 

 

 

 平成25年秋の献血キャンペーン報告 

＜献血キャンペーン＞ 

  ＊２０１３年９月２７日（金） ＊10:00～16:００ 

 ＊牧野生涯学習市民センター 

 ＜参加者＞ 

 畠仲、日野、岩本、北川、北村、源本 

 宮田、森川、嶋田、高島、上野 

＜献血チラシ配布＞ 

 ＊２０１３年９月２５日（水） ＊７：３０～ 

 ＊京阪牧野駅前 

 ＜参加者＞ 

  日野、北川、北村、木﨑、三木 

  中谷、高島、橘、上山 

＜第25回ｶﾞﾊﾞﾅｰ杯軟式野球大会 ＞ 
2013年9月29日（日） 

於：サントリー球場 

くずは １７ － ２ 手塚山 

参加者：山口伊太郎、米田、日野、木﨑、多田 

     源本、北川、高島、畠仲、原、稲田義治 

     森川 

 

 ピッチャー先発は多田会員、3回からは源本会員に 

 交代しメンバー一丸となって勝利しました！ 

献血受付数 ５５名 

採血数合計 ４０名 

 内訳 400ml 33名 

     200ml  7名 

＜野球試合のお知らせ＞  

■１０月６日（日） 於：サントリー球場 

  １１：４０集合 １２：４０試合開始   

  くずはRC 対 八尾ＲＣ  

■１０月１３日（日）於：サントリー球場 

   ８：００集合  ９：００試合開始   

   くずはRC 対 御堂筋本町ＲＣ  

■１０月２７日（日）於：関西電力総合運動場(箕面） 

   ９：５０集合 １０：５０試合開始   

  くずはRC 対 寝屋川ＲＣ 

 ■１１月３日（日）於：柏原高校グランド 

   ８：００集合 ９：００試合開始    

  くずはRC 対 中之島ＲＣ 



ニコニコ箱 合計 \3,000 累計 ¥317,775 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊ありがとうございました   枚方市長 竹内 脩 様 

○本日の配布物 

①10月2日週報 

②ロータリーの友10月号 

③卓話資料 

○本日の回覧版 

①10月出欠表 

②ガバナー月信10月号 

○地区行事等出席報告 

9/25 献血キャンペーンチラシ配布 

  日野、北川、北村、木﨑、三木、中谷、高島 

  橘、上山 

9/25 IM担当者会議              日野、 嶋田 

9/25 子ども安全看板贈呈式 

          北川、小北、日野、嶋田、木﨑 

9/2 第3回6地区災害支援Ｐ委員会    初木  

9/27 献血キャンペーン 

  畠仲、日野、岩本、北川、北村、源本、宮田 

  森川、嶋田、高島、上野 

○地区行事等出席予定                 

10/5 枚方ライオンズクラブCN55周年式典 

                           北川 

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/ 
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第１８８０回例会出席報告（９月２５日） 

総会員数 出席者 出席率 

５４名 ３５名 ６８．６２％ 

第１８７７回 例会補正後 出席率 ７８．８５％ 

   メーク ４名  欠席 １１名   除外 ２名 

  お客様 竹内 脩 様（枚方市長） 

        漆原正義様（枚方市青少年子ども課） 

 

 

エリソン・オニヅカ（1946-1986）  日系人として初のアメリカ航空宇宙局飛行士となった。 

日系人初ということもあり、スペースシャトルチャレンジャーが

発射されるまでは、大きな話題を生んだ。そしていよいよ発

射当日、日本ではテレビで釘づけとなったが、発射後上空に

て大爆発し、オニヅカ氏は39歳という若さで殉職した。 

 当時アメリカ大統領であったレーガン大統領の悲しみの記

者会見は今も語り草となっている。オニヅカ氏のお墓は、ハ

ワイ・オアフ島パンチボールの丘に永遠の眠りについてい

る。 

 広報委員長ヤマモトの世界話シリーズ その10 


