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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１８８０回 例会プログラム 

２０１３年９月２５日（水）ひらかた仙亭 

●１２：３０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 

●ご挨拶  

  枚方市長 竹内 脩 様 

―お食事・歓談― 

●会長の時間 

●幹事報告 

●委員会報告 
 ・出席状況報告 

●卓話「子ども安全に関する 

    市の取組みについて」 

  子ども青少年課  

   課長 漆原 正義 様 

●その他 

 ・ニコニコBOX報告 
●１３：３０閉会の点鐘 

 
9/27 
(金) 

・献血キャンペーン 

牧野生涯学習市民

ｾﾝﾀｰ 10:00～16:00 

10/2 
(水) 

・卓話 

「月間に因んで」 

 米田勉職業奉仕 

 委員長 

・定例理事会 

10/9 
(水) 

・卓話  

 稲田義治会員 

10/16 
(水) 

定款により休会 

10/2 岡山量正会員 

9日 駕田 毅 会員 

23日 北村 隆 会員 

16日 休 会 

今日の歌 
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 「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 

今月の予定 

３分間スピーチ 

平成25年秋の交通安全啓発活動 

 2013年9月20日(金) 交通安全パレード参加（枚方ﾋﾞｵﾙﾈ横～枚方市民会館） 

 2013年9月24日(火) 京阪樟葉駅前啓発グッズ配布活動 



 北川 順清 会長 

 今年は天候不順や悪天候に悩まされますが、台風18号の被害には大

丈夫だったでしょうか。気象台はこれまでに経験したことが無いような大

雨になっているとして京都・滋賀・福井に、初めての大雨洪水特別警報

（8月３０日より運用開始されたもの）が発令され、テレビでは嵐山の渡月

橋の橋げたすれすれを濁流がうねりながら流れる場面や鴨川の三条大

橋付近など、見たことの無い光景が放映されました。くずはゴルフ場も見

られました通り、コースが冠水し休業されていますし、昨年に続いて楠葉

朝日、並木地区も冠水と報じられました。今日はレストラン芦刈さんのご

協力で例会を開催できました。 

 さて、週報に今月の予定とこれからの事業予定を載せています。今週

末より秋の交通安全週間が始まり、来週末は献血キャンペーン、22日

（日）は北河内柔道大会、29日（日）からは同好会ですが地区ガバナー

杯争奪戦軟式野球大会が始まります。そして秋の交通安全週間に合わ

せまして、交通事故から子どもを守るプロジェクトを実施します。このプロ

ジェクトでは地区補助金とクラブ予算で安全グッズ（飛び出し注意看板

40台・LED誘導灯100本）を購入、来週の例会前に枚方市に寄贈し子ど

も達の交通安全に役立てて戴きます。10月9日の例会後には樟葉小学

校と平野小学校で実際に看板の設置を行い啓発活動とします。今週か

ら月末まで多くの事業が集中します、後ほど幹事及び担当委員長から

説明と協力依頼があるかと思いますが、皆様方のご参加ご協力をお願

い致すところです。 

 気仙沼RC訪問報告は先週にしましたが、ロータリーの友9月号に「一

日も早い復興を祈り仙台空港にバナーの花」と題して、東日本大震災か

ら2年が経過した2013年3月、全国のロータリークラブの協力を得て、仙

台空港をクラブのバナーで彩るプロジェクトが第2520地区第8分区阿武

隈ゾーン5クラブで企画、成功裡に終えられた報告と各クラブへお礼の

記事が掲載されています。（バナーを展示公開とロータリーの鐘を設

置、3回忌に当たる2013年3月11日式典開会を挙行し、ロータリーの鐘．

カリヨンの音に合わせて「奉仕の理想」を斉唱）週報の一面に気仙沼訪

問の帰りにカリヨンの鐘の音を奏で皆で集合写真を撮り、田中作次RI会

長直筆の「一つ心に」を拝見し、ロータリーの鐘のもとに支援した、くず

はロータリークラブのプレートを確認してきました。それには感謝とお

礼、そして「一日も早い復興に向けて奮闘努力することと、決して忘れて

はいけない大きな犠牲を払った事実を、子々孫々に伝えるよう努力して

いくことをお約束します。」と書かれており、気仙沼RC・気仙沼南RCの

方々の思いは先週にお伝えしましたが、まったく同じでした。 

 最後に「我がクラブができる支援」創立40周年特別支援事業が、素晴

らしいかたちで達成できますように宜しくお願いします。 

【会長の時間】 

   「奇跡の一本松」前にて 



＜平成25年秋の献血キャンペーン＞ 

2013年9月27日（金）１０：００～ １６：００ 

【新会自己紹介】 

○枚方信用金庫入庫依頼の経験 

○退職後の余暇利用 

○連日の歩行（心筋梗塞以来の励行） 

○体重の平均値 酒量と肝臓 

○禁酒日の増減 

上山 芳次 会員 

【東北支援】 

○気仙沼RC・気仙沼南RC打合せ協議報告（配布資料の通り） 

 ・H26.11.15周年行事  

 ・気仙沼RC、 

 ・記念品（5～6千円 100個） 

 ・図書の贈呈(主として児童あて）気仙沼市教育委員会と相談 

  

【３分間スピーチ】 

○メーク数の増加傾向（８名程度の増加） 

○出席率向上のための書面配布 

○出席状況の推移（年度毎に説明） 

○出席メークの励行 

中谷 靜雄 会員 

山口40周年副実行委員長 

■報告 

①献血キャンペーンの件 

 9/25(水)牧野駅前早朝チラシ配り 

 9/27(金)牧野生涯学習市民ｾﾝﾀｰにて献血ｷｬﾝ 

   ﾍﾟｰﾝ開催 

②こども交通安全事業の件 

 9/25(水)11:30～枚方市市長室にて寄贈式 

■協議 

①東北支援金補助の件 

 会員からの支援金不足分48千円をニコbox 
 より支出する          承認  

■審議 

①出席免除の件 

 申請者3名            承認 

 

■追認 

①地区災害支援の件 

 10万円支出           承認 

②新世代奉仕事業支援金の件 

 北河内柔道大会5万円       承認 

 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ   3万円             承認 

③社会奉仕事業支援金の件 

 新春走ろう会 2万円       承認 

 献血ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ  3万円             承認 

④枚方ライオンズクラブ周年祝金の件 

 祝金3万円会長出席        承認 

       
 
 
 

第３回定例理事会報告 



ニコニコ箱 合計 \6,000 累計 ¥314,775 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊例会出席できた喜びに           稲田義治 

＊21回目の結婚記念日の喜びに      木﨑信也 

 

○本日の配布物 

①9月25日週報 

②ロータリーＴＶＣＭ放映についてのお知らせ 

○本日の回覧版 

①10月出欠表 

②箕面RC薬物乱用撲滅ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ大会のお知らせ 

○地区行事等出席報告 

9/20秋の交通安全ﾊﾟﾚｰﾄﾞ 

 北川、駕田、北村、嶋田、中谷、日野、米田 

 初木、高島、南 

9/21クラブ研修リーダーセミナー     駕田 

9/22北河内柔道大会開会式       木﨑 

9/24樟葉駅前啓発ｸﾞｯｽﾞ配布 

   北川、原、岩本、駕田、日野、初木、三木 

   嶋田、高島、上山、山中、中谷、橘、上野 

   山口尚志、米田 

○地区行事等出席予定                 

9/25 IM担当者会議             日野、 嶋田 

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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KUZUHA ROTARY CLUB 発 行 

第１８７９回例会出席報告（９月１８日） 

総会員数 出席者 出席率 

５４名 ２９名 ６０．４２％ 

第１８７６回 例会補正後 出席率８４．６２ ％ 

   メーク ９名  欠席 ８名   除外 ２名 

 

 

ヴァーツラフ・ニジンスキー(1890-1950)  

 

 

 

 ロシアのバレエダンサーで、若き天才といわれたニジンス

キー。私も行ったことがあるサンクトペテルブルグ出身で、マリ

インスキー劇場で多くの人を魅了した天才ダンサーだった。 

 彼もフランスのモンマルトル墓地に埋葬されている。彼は天

才と賞賛されたが、バレエダンサーとしては短期間だけで、人

生の大半を精神病と戦った人だった。 

 お墓のブロンズの彫刻を見ると、ボーっと物思いに更ける、

寂しいそうなニジンスキーが見えてしまう。このお墓を見る限

り、彼の異常なまでの跳躍力でファンを魅了した勇姿は想像で

きない。安らかに眠ってほしい。 

 広報委員長ヤマモトの世界話シリーズ その９ 


