
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 

３月：識字率向上月間 

●12:15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 岩本昌治会員 

●フルート演奏会  

●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>仙亭３Ｆ 

 北川、原田、高島、小北、日野 

 小西、橘、山口伊、嶋田、米田 

 木﨑、西田  
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3/20 

（祝） 

・春分の日 

・枚方RCとのゴルフ 

 コンペ交野ＣＣ 

3/27 

(水) 

・卓話 上野徹会員 

4/6

(土) 

 

→4/3(水)を変更 

・春季家族例会 

 嵯峨野トロッコ・ 

 保津川下りツアー 

4/10 

（水） 

 

・外部卓話 

「タイ国学生日本語

教育プロジェクト報

告」 原田義之様 

・定例理事会 

 

第１８５５回例会プログラム 
２０１３年３月１３日（水） ひらかた仙亭 

 ＜北崎一恵様プロフィール＞ 

 国立音楽大学フルート専攻卒業。フルートを橋本

量至、大友太郎、高橋安治の各氏に師事。現在、各

地音楽教室での講師活動、フルートアンサンブルの

指導、地元地域での音楽活動 、そしてソロ・アンサ

ンブルなどの演奏活動を行っています。レギュラー

のアンサンブル活動でもあるアンサンブル・トリコロー

ル（フルート・マンドリン・ギターのトリオ）では、2008

年「mirai  e 」CD をHOMARecords より リリース。ま

た、全国各地でのボランティア演奏、高齢者の為の

童謡唱歌の講師活動も行っています。 

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

3 
20 春分の日 

27 原  会員 

4 

3 ― 

１0 稲田(博)会員 

１7 ― 

24 駕田 会員 

  

３月の花「アルストロメリア（百合水仙）」 

 花言葉：エキゾチック・幸福な日々・持続 

 

 

 

 

 

 

 

「アルストロメリア」はリンネの友人で、この植物の発見者であ

る「アルストレーメル」の名にちなみます。英名は「インカのユ

リ」という意で「Lily of the Incas（リリー オブ ジ インカ）」、また

は「Peruvian lily（ペルビアン リリー）」と呼ばれます。和名は

「ユリズイセン（百合水仙）」、別名に「ユメユリソウ（夢百合

草）」があります。  
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 季節も3月に入り、気温は13度程度と暖かく

なってまいりました。気分もウキウキしてきまし

たが体には充分ご留意下さっての例会ご出

席をお願いいたします。 

 今月は識字率向上月間に当ります。これ

は、1986年以来、国際ロータリーの強調事項

ですが、1997年7月の会合で理事会は7月を

識字率向上月間と定めました。ところが、2005

年7月の理事会決定で、2006～07年度より7

月から3月に移行しました。 

 これを機会にロータリアンは識字の問題を

再認識し、各ロータリークラブとともに地区は

識字率向上に関する認識を高め、あるいは独

自の識字率プログラムを開発したり、世界的

に非識字を撲滅しようとするロータリアンの努

力に対する認識を向上させる絶好の機会で

す。 

 ユネスコの推計によれば世界で15歳以上の

8億人の人々が基本的な読み書き能力がな

く、女性・女子は世界の非識字人口の６４％

以上を占めています。この割合は1990年以降

ほぼかわっていません。 

 辞書の寄贈、学校建設、個人指導者として

の奉仕のいずれの形をとるにしろ、ロータリア

ンは識字率を高める活動を積極

的に行っています。 

会長の時間 

「漆喰の不思議」  中村産業(株) 中村勝 様          

外  部  卓  話 

 日本で約１３００～１４００年前から使われて

いた「漆喰」は、世界では約５０００年前から

様々な用途に使われていたと言われます。近

年、この「漆喰」は塗料化され、比較的容易に

施工することが可能になり、同時に多くの機能

があることがわかりました。 

 抗ウィルス・防カビ・消臭・結露抑制・二酸化

炭素の吸着固定化・高拡散反射等、人間の

健康に大いに貢献してくれる塗料です。 

 ここ最近ではテレビ及び新聞などでたびた

びマスコミに登場するようになりました。私自

身、４０年以上も前から塗料販売に従事してき

ましたが、７～８年前から販売した漆喰塗料は

今までの塗料と全く違った反応を各方面より

頂き、梅雨時などのジメジメ感が少なくなった

など施主様からも大変喜ばれております。  

 最近の家は、昔の家に比べ大変精密になっ

ており、高気密高断熱の家が多くなった反

面、結露も増えたと言われております。高気密

の住宅にお住まいになる場合は、窓の開閉を

こまめにしなければ当然家の中は結露が多く

なります。これを繰り返すとカビが発生します。 

カビが発生すると、カビの栄養源を求めてダ

ニが発生します。ダニが発生すると、ダニのふ

んや死がいが部屋の中に残り、掃除機をかけ

る事でそれらが空気中に舞い、それを人間が

吸い込むという悪循環に陥り、アレルギー発

症の最大の原因になると言われております。 

 いずれにしても、加湿器など電力を使う前

に、壁などに「漆喰」などの調湿建材や無垢

材などの自然素材を多く利用することが、結

露抑制になり、快適な健康生活を送るための

一つの大きな要因であると思います。 

 ＜現代の漆喰が「匠の技」でよみがえる 

  現代の「名工」による「匠の技」内装に＞ 

 

 

 

 

 

    

  



Page 3 2012-13年度 第34号 

Weekly Club Bulletin 

おめでとうございます！ 

3月入会記念日祝  北村隆 会員  ３月入会記念日祝 金森市造 会員  ３月入会記念日祝 山口尚志 会員   

☆「わたしにとってのきずな」    

  第２４回                西田 英夫 会員 

    

 早いもので、くずはＲＣにお世話になってもう６年になります。 

小生自身もこの間、公私共に色々な出来事がありましたが、特に大きなトピックとしては、当社が初の単独独資で

タイ国に進出することが決まった事です。時を同じくして、JALET【タイ国学生日本語教育支援プロジェクト】の原田

義之さんが卓話をするために、くずはＲＣにご来場頂きました。 

このことがきっかけで、原田さんが心血を注がれている、タイの少数民族『アカ族』へ識字率向上の支援と、日泰

交流活動の一環として、現地ダムロン高校でボランティア教師として日本語の教育、さらに日本文化を現地の高校

生に紹介するイベント『JAPAN DAY』 の開催など、本物の国際貢献を目の当たりにすることができ、小生が経営す

る大阪螺子製作所としても『現地の活動に少しでも貢献できれば…』との思いから、2011年から『JAPAN DAY』の参

加と、アカ族の支援を開始しました。 

 この支援を通して、マスコミや旅行では決して理解することのできない、タイが抱える民族問題や文化を肌で感じる

ことができ、小生自身の見識が広がったと感じています。また弊社の現地法人スタッフも原田さんにご紹介頂き、弊

社社員として活躍しています。 

 最後に、枚方市の小さな町のクラブライフ【きずな】から始まったのがきっかけですが、今では海を渡り、その活動

範囲が大きく広がっています。小生にそのチャンスを与えて頂いた、くずはロータリークラブとその会員の皆様に感

謝するとともに、これからもその【きずな】を大切にし、小生の活動範囲を広げて行きたいと考えています。 

3月入会記念日祝 國田欣吾 会員   ３月入会記念日祝 上野徹 会員  ３月入会記念日祝 多田利生 会員    

3月誕生日祝 嶋田愛親 会員                             董璞玉さんに3月分米山奨学金授与    



第1７回枚方RC・くずはRC 

親睦ゴルフコンペのご案内 
■日時  ２０１３年３月２０日（水:祝日）  

       午前１０：０６スタート 

       （OUTO/IN同時スタート） 

■場所  交野カントリー倶楽部 

       交野市倉治2937 ℡072-892-1101 

○本日の配布物 

①３月１３日週報 

②枚方ＲＣとの親睦ゴルフコンペ組合表（参加者のみ） 

③春季家族例会ご案内（再） 

○本日の回覧物 

・献血キャンペーン活動出欠表 

○地区行事等出席報告 

3/7 本年度地区補助金最終報告会        初木 

3/9 職業奉仕正副委員長会議    國田、中村、米田 

3/9 社会奉仕委員長会議           初木、上野 

○地区行事等出席予定           

3/16 国際奉仕・WCS委員長会議        田中、西田 

3/23 会長エレクト・地区研修セミナー  

                       北川、初木、國田 

4/3天王寺血液センター開所式           初木 

4/5大阪府交通対策協議会春の交通安全ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 

                              初木 

4/27次年度のための地区協議会 
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ニコニコ箱 合計￥45,000 累計   ￥945,475 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊しみじみ健康に感謝しています         今中七郎 

＊ロータリークラブ生活35年に至った齢を顧みつつ 

                                北村  隆 

＊皆出席の表彰を受けたよろこびに！       駕田  毅 

＊入会記念品をいただいて             金森市造 

＊誕生日の御祝をいただいて            嶋田愛親 

＊皆出席をいただいて                平尾公介 

＊欠席のお詫びに                   森川正敏 

第１８５４回例会出席報告（３月６日） 

総会員数 出席者 出席率 

５4名  ３９名 ７６．４７％ 

第１８５１回 例会補正後 出席率 ７８．４３％ 

   メーク ４名  欠席 １１名  除外 ３名 

  お客様   中村 勝様（中村産業(㈱） 

          渡辺 允様（中村産業(㈱） 

          董 璞玉様（米山奨学生） 

          平田大一様（寝屋川ＲＣ） 

春季家族例会のご案内 

嵯峨野トロッコ列車と保津川下りツアー 

 ■日  時 ： ２０１３年４月６日（土）           

          8:30樟葉駅前 貸切バスにて移動 

          10:07トロッコ嵯峨駅発 

          11:00保津川下り 亀岡より乗船 

          13:00嵐山「瓣慶」にて昼食 

          16:00嵐山出発          

          17:30くずは駅前到着予定 

 ■集合場所： 京阪樟葉駅前 大阪歯科大前 

 ■会  費 ： 会 員7,000円 ご家族 5,000円 

          中学生5,000円 小学生以下無料 

 ■締切日  ： 2013年3月13日（水）到着分まで                 

グルメ同好会第27回三九会のご案内 

 ■日  時 ： ２０１３年３月３０日（土）    

           １８：００～        

 ■場  所 ：大門酒造(株)「無垢根亭」 

         交野市森南3-12-1 ☎８９１－０３５３         

 ■会  費 ：６，０００円  

 ■締切日  ： 3月23日（土）              


