
今日の歌♪ 

   「我等の生業」 

我等の生業 

さまざまなれど 

 集いて図る心は一つ 

求むるところは 

平和親睦（やわらぎむつび） 

 力むるところは向上奉仕 

おお ロータリーアン  

 我等の集い 

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 

 「我等の生業」 

●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 原 正和会員 

●卓話「『永遠の０』と徳川家康」 

    上野 徹 会員 

●その他  

 ・ニコニコBOX報告 

●１３：３０閉会の点鐘  
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3/29 

(木) 

・献血ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 

 牧野生涯センター 

3/30 

（土） 

・三九会 
大門酒造｢無垢根亭｣ 

4/6

(土) 

→4/3(水)を変更 

・春季家族例会 

4/10 

（水） 

 

・外部卓話 

原田義之様 

・定例理事会 

4/17 

(水) 

・新旧ガバナー補佐 

 訪問 

・新旧クラブ協議会 

・被選理事会 

4/5 

（金） 

・交通安全パレード 

4/8 

（月） 

・交通安全啓蒙グッ

ズ配布 

第１８５６回例会プログラム 
２０１３年３月２７日（水） くずはゴルフ場 

                   ▲松尾芭蕉、弟子の曾良とともに「奥の細道」六百里の

旅へ出発(1689)▲大塩平八郎の乱、終結(1837)▲労働基準法、できる(1947)▲厚生

省、イタイイタイ病の原因をカドミウムと発表(1968)▲世界初の宇宙飛行士ガガーリ

ン、飛行訓練指導中に事故死。34歳(1968)▲フジテレビの人気ドラマ「男はつらいよ」

の放送が終わる。最終回で主人公が 死ぬはずだったが、予告で知ったファンから助

命嘆願が殺到、結局行方不明とし、 やがて映画で復活、大長編シリーズ映画となる

(1969)  

  

３月の花「タンポポ（蒲公英）」 

 花言葉：また逢う日まで・楽しい思い出・真心の愛 

葉がギザギザとして不揃いでライオンの歯に似ることか

ら、フランス語の「dent de lion（ ライオンの歯）」が語源

となり、英名が「ダンデライオン」とつきました。 タンポポ

は漢字で「蒲公英」ですが古名は「ツヅミグサ」で、この

鼓の音から連想された幼児語が花名になったといわれ

ます。その他にも多くの説がありドイツでは、綿毛が飛

んだ後のタンポポが旧教のお坊さんの剃った頭に似る

ため「ポーペンブルーメ（坊主頭）」と呼ばれるそうで

す。 

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

4 

１0 稲田(博)会員 

１7 ― 

24 駕田 会員 

5 

1 小西 会員 

8 定款により休会 

１5 ― 

２2 ― 

29 木﨑 会員 
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 本日はフルートアンサンブルの指導など営

業活動をしておられる北崎一恵様にお越しい

ただき、演奏を楽しみに期待しております。 

 次にこの頃、読みました松下電器㈱創設者

である松下幸之助さまの書物から教えられた

事を一言申し述べます。 

 言葉についての新しい解釈のことでありま

す。 

 人を活かすに当たっても、深刻な人生に自

問自答し、自分自身にいい聞かせながら、悩

まず悩みに負けないようにすることによって、

かえって心を開くことになる。 

 たとえば雨に例えてみると、長雨が続きうっ

とうしくても、これが豊かな水をたたえ、生物を

育てることになる。洪水に関連することなど、

起こっていることは簡単ではなく複雑である

が、新しい解釈も大切で、これが多くの効果を

及ぼすものである。 

 要はつねに悩みやストレスに負けず、これを

乗り越える事が大切で、これこそあたらしい解

釈の意義があると思います。 

会長の時間 

「フルート演奏会」           

音  楽  会 ♪ 

演奏曲 

・「故    郷」 

・「青葉の笛」 

・「春の小川」 

 フルート演奏者 北崎一恵 様 
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ゴルフコンペ開催 

淀川川敷清掃に参加 

 3月17日(日)10時～11時まで枚方ロータリークラブ社会奉仕

事業として、河川敷（御殿山駅より枚方天の川河口まで）の清

掃活動に参加してまいりました。 

 RCメンバー、メンバ-の従業員参加100名程度、企業家族50

名程度、RCアクト10名程度、その他総勢200名近くの方が参

加され、天候も良く、家族揃って多くのゴミを拾って歩いてお

られ、2トントラックに2台ものゴミが集められました。  

 少しでも淀川を綺麗にしようとする気持ちが通じたのではな

いかと思います。今後とも続けて行かれるようにお願いたしま

した。                          高島   

                        

＜２０１３献血キャンペーン＞ 
３月２９日（金） 

献血キャンペーン 

１０：００～１２：００ １３：００～１６：００ 

＜２０１３献血キャンペーンチラシ配布＞ 

３月２７日(水） 

 AM７：３０～  京阪牧野駅前にて 

＜社会奉仕委員会からのおしらせ＞ 

＜２０１３春の交通安全運動啓蒙活動＞ 
 

＊４月５日(金)１６：００～啓発パレード 

      集合 15:45 枚方ビオルネ付近 

      パレード（約1時間）終了後解散   

＊４月８日(月)７：３０～くずは駅早朝キャンペーン 
      集合 くずは駅前  

      配布終了後例会場にて反省会 

 

 ※参加の場合はスタッフジャンパーの着用をお願いします。 この事業はすべてメイク扱いとなります。 

 去る3月20日（祝日）、交野カントリー倶楽部におい

て枚方RC・くずはRCの親睦ゴルフコンペが開催され

ました。当日は曇り空でこのまま一日過ぎるかと思い

ましたが、2時頃から雨も本降りとなり、ずぶ濡れにな

りながらのラウンドでした。皆さんのスコアは余り伸び

なかったと思いますが、枚方RC会員さんとの交流は

十二分に行えたと思います。来年はくずはRCが担

当、よろしくとの事でした。 

 

 くずはRCでの順位は以下のとおりです。 

       1位 小北英夫 会員 

       ２位 米田 勉 会員 

       3位 岩本昌治 会員 

       4位 高島叔孝 会長 

        小北会員        米田会員           岩本会員     



○本日の配布物 

①３月２７日週報 

②卓話資料（上野会員） 

③春のライラのご案内 

○本日の回覧物 

・ 

○地区行事等出席報告 

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 

○地区行事等出席予定           

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 

4/6第7回地区職業奉仕委員会新旧懇親会   國田 

4/27次年度のための地区協議会 

    北川、日野、橘、小北、米田、嶋田、木﨑、西田 

    國田、 原、駕田 

○メークアップ 

3/21 今中会員 大阪難波RC 
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第１８５５回例会出席報告（３月１３日） 

総会員数 出席者 出席率 

５４名  ３６名 ７０．５９％ 

第１８５２回 例会補正後 出席率 ６８．６３％ 

   メーク ５名  欠席 １６  除外 ３名 

       お客様  北崎一恵様 

    2012～13年度 ３月度理事会通信    

〇協議事項 

①中村会員職業分類変更の件    

 現「胸部外科医」 ⇒ 新「病院」          承認 

②春季家族例会の件  

 参加費(会員、ご家族、お子様）は最大で７５００円であ 

 る旨説明                         承認 

③40周年実行委員会の為の準備委員会設立の件 

 構成ﾒﾝﾊﾞｰ南・岩本・宮田・駕田・山口(伊)・原田会員 

                                承認        

④社会福祉協議会「社協だより」の広告掲載の件   

  くずはﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの広告を出す（３万円程度）承認 

○審議事項 

①3/13外部卓話謝礼の件  

 フルート演奏者3万円＋お車代2万円        承認 

②国際奉仕タイ支援の件 

 原田氏4/10(水)来訪卓話 支援金10万円     承認 

③春のライラ応援登録の件 

 ロータリアン応援登録3名(@6,000円)         承認   

④献血ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの件 

 3/27(水)チラシ配り、3/29(金)献血（協賛金3万円）承認 

⑤中之島RC創立20周年式典参加の件 

 会長参加 祝儀（3万円）                承認 

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 

                

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  

            


