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2015～16年度 理事・役員 

会長 小北英夫  直前会長 原田武夫  会長エレクト 上山芳次  副会長 山口尚志  幹事 米田 勉   

       SAA 稲田義治  会計 多田利生  理事（長期計画）岩本昌治  理事（職業奉仕）橘喜久夫   

        理事（青少年奉仕）粟津直晶    理事（社会奉仕）源本将人  理事（国際奉仕）木﨑信也  

例会プログラム   

12:50 開会点鐘 

・友情と親睦の握手 

・ロータリーソング 

  「それでこそロータリー」 

・お客様紹介 

・会長の時間 

・ご挨拶 

 ＲＩ第2660地区ＩＭ3組 

 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 岩本静江 様 

・幹事報告 

・委員会報告 

   出席状況報告ほか 

・3分間ｽﾋﾟｰﾁ 山口尚志副会長 

・補佐とのクラブ協議会 

・その他  ニコニコBOX報告 

13:30 閉会の点鐘  

・本日の会合（敬称略・順不同） 

＜百科事典寄贈式＞ 

10:00～於：枚方市役所 

小北、山口尚志、宮田、米田 

稲田、粟津 

＜野球同好会総会＞ 

例会終了後 於：例会場  

山口伊太郎、多田、源本、日野 

木﨑、中谷、米田、國田、粟津 

宮田、原田、山中、山口尚志、駕田 

川島、北川、岩本、原、山本、林 

田中、稲田、森川、畠仲、高島、岡山 

岩渕、久保、今平、川上、大橋、田代

田中商人、小北 

＜会員研修会＞ 

18:00～20:30 於：木曽路 枚方店 

小北、原田、上山、山口尚志、米田 

岩本、川島、國田、藤原、畠仲 

初木、髙島、源本、粟津、木﨑 

多田、橘、林、久保、山本、瀬川 

柿丸、森岡、今平、柏本、大橋 

塔下、田代、江口、田中商人 
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「仲間と共に～       ～」 

  

国際ロータリーテーマ 

 

2015～16年度 クラブテーマ 

 

    

第１９７８回 例会  

於：くずはゴルフ場 

本日の歌♪ 

「それでこそロータリー」 

 

どこで会っても  

やあと言おうよ 

 見つけた時にゃ  

おいと呼ぼうよ 

遠い時には  

手を振り合おうよ 

 それでこそ  

ローローロータリー 

 

 RI第2660地区IM3組ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐

岩本静江様（大東中央RC） 

 
本日のお客様 

 

15-16年度地区大会  
2015年12月４(金)～5日(土) 

＊12/4 RI会長代理夫妻歓迎晩餐会 

     於：リーガロイヤルホテル 18:30～ 

＊12/5 本会議 

     於：大阪国際会議場  

  11:00～開会 

   12:00～休憩 ※お弁当有（吉兆） 

   13:15～式典 

   15:00～講演 特別シンポジウム「究極の職業奉仕」 

        ①「免疫難病治療ー大阪から世界へ」 

              大阪大学名誉教授 岸本忠三 氏               

        ②「がんは治る:がん免疫治療薬PD-1抗体」 

                                京都大学名誉教授 本庶 佑 氏        

 

今後の予定 

＊12月  2日（水）例会 

  ・クラブ全員協議会 年次総会 

  ・3分間スピーチ 岩渕信廣 会員 

  ・定例理事会 10時30分～ 例会場 
 

 

＊12月10日（木）合同例会 
 ・15-16年度ガバナー公式訪問 
  12:30～ 於：ひらかた仙亭 

    卓話「公式訪問所感」 

     国際ロータリー第2660地区 

      ガバナー 立野 純三 様 



  会長の時間   
 

 

 皆さんこんにちは。 

 昨夜、枚方ロータリークラブに山口副会長はじめ本年度入会された新会員で研修の

ひとつとして、メークアップに行かれました 。 

たくさんの会員で行きましたので、枚方ロータリーの方も逆に緊張されたのではと思い

ます。企画していただいた國田研修委員長、誠にありがとうございました。 

 明日はゴルフ同好会で日本屈指の難コース、日本一速いグリーンと言われている兵

庫県のABCゴルフ倶楽部に臨んで参ります。まだ若干の空きがあるそうです。もしも行

ける方がございましたら、高島代表幹事までお申し込みください。 

 本日米田幹事は所用で欠席しておりますが、昨日、田中広報委員長とともに地区主催の「My Rota-

ryに関するセミナー」に出席してもらいました。 

 今年度、立野ガバナー方針で「ITの活用」を掲げられ、地区内クラブ会員の30%以上の方が「My Ro-

tary」に登録することを目標にされています。昨日のセミナーはクラブのIT活用を推進するために開催

されましたので、皆さんにお知らせいただけたらと思います。 

 また、次週25日は第3回目のガバナー補佐訪問です。来る１２月１０日木曜日に実施されるガバナー

の公式訪問を迎えるに当たってのクラブ協議会がございますので 、皆さん、ご出席よろしくお願い致

します。以上で 会長の時間を終わります。 
 

 

 

 卓話「放電加工機について」 
 

 

くずはロータリークラブの皆様こんにちは。職業分類で金属加工業、金型製作に携わっ

ております有限会社マルキ精機久保勉です。今日は金型製作には不可欠な放電加工

と云うあまり一般的には知られていない加工機の話をしたいと思います。  

【ﾜｲﾔｰ放電加工機とは。。。】 

φ0.2ｍｍ程度の黄銅ﾜｲﾔを用いて、液中放電現象を利用して金属ﾜｰｸに一筆描きで 

輪郭加工を行う機械です。  

<主な用途> ﾌﾟﾚｽ金型加工  航空機部品加工  医療部品加工 

 【形彫放電加工機とは。。。】 

油中(灯油系)で、電極と金属ﾜｰｸを対向させ、火花放電現象を利用して電極と逆の形状をワークに彫

込むものです。 

 <主な用途> ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ金型加工  鋳造金型加工  ダイカスト金型加工 

  以前、ロータリークラブにて川重冷熱様工場見学に行った際、名刺を交換させて頂き、翌日に仕事

のｵﾌｧｰが有り、早速打ち合わせに行かせて頂きました。来年

度の予算次第で金型を発注して頂けそうです。 

 見学に同行させて頂き 有難う御座いました。 これからも色ん

な業界の仕事に携わり日本のも

のづくりの技術向上に努めてい

きたいです。 

  

小北 英夫 会長 

久保 勉 会員 

 

 

 



３分間スピーチ「AEDについて 」    田中一眞 会員 
   

 みなさんは、医師が病院で危篤になりかけている患者に、電気ショックを与えるシー

ンを、映画やドラマなどで見られたことがありますか？私は、幼少の頃に苦い経験があ

ります。祖父が倒れて救急車で運ばれた時に、慌てて駆け付けた母と私は、間違って

救命病棟の扉から入ってしまい、目の前で祖父が仰向けになり電気ショックをかけられ

ているところを見たのです。   

 プールで溺れて水を飲みこんだり、急性の心筋梗塞など、事故や病気などさまざま

な原因で心臓は止まってしまいます。心臓が止まる前に、プルプルと細かく震えて痙

攣した症状になることが多いのです。（心室細動） 

こういった状態に、心臓に電気ショックを与えると、正常なリズムに戻ります。 

 文明の利器が発達した昨今では、医師がいなくてもそれをやってのける器具があります。それが

「AED 自動体外式除細動器」（自動に）（体外で）（除く）（細動＝心臓の痙攣を）です。将棋盤ぐらい

の大きさの器具です。 

 倒れている傷病者に電極パッドを装着すると、自動的に心電図を解析し、電気ショックが必要であ

るかどうかを判断し、ショックを与えます。（正常な心電図や、完全に心臓の動

きが止まっている心静止の場合には、作動しません） 

緊急の場合、その場に居合わせた人は誰でもAEDを使用することができま

す。 

 皆さんも、普段何気なく街中で目にされているのではないでしょうか。 

京阪電車では主要な駅、樟葉駅、枚方市駅などでは配置されていますが、交野線などではまだ配置

されていません。 

 このAEDは、痙攣し止まりかけている心臓にショックを与えますので、それまでの時間が人命救助の

カギになってきます。時間が立てば生存率が低くなってしまいます。 

1分以内でショックを与えた場合、生存率は90％ありますが、3分を超えると生存率が70％を切り、5分

になると50％になってしまいます。 救急車の到着は全国平均で7.9分と言われています。救急車に

もAEDを常備していますが、来る前にAEDがあれば、人を救える可能性が十分にあります。   

 このAED、広大な敷地のある東西の大型テーマパークの危機意識の違いを見てみましょう。 

東京ディズニーリゾートは、１００メートルに１台の割合で、AEDが配置されています。100メートルに1

台というのは、AEDが近くになければ、取りに行く往復の時間がかかってしまって、救助することがで

きないという危機意識があるからなのです。 

一方大阪のUSJは、AEDの配置を全く公表しておらず看護士が常駐しているとだけしか公表されてい

ません。 

 また、東京の羽田空港は、１００メートルに１台の割合で、第一ターミナル第２ターミナルで合計６６

台のAEDが配置されています。一方、関西空港では、それにはおよんでいません（関空では第一第

二ターミナルで４８台の設置）。AEDの器具が商品化された時は高額で、維持費もかかりました。それ

も、今では月額5,000円ほどでレンタルできる時代になりました。 

 最近ではコンビニエンスストアでも設置している所があります。また一般住居のマンションでも、配置

する所も増えてきています。 

 このAEDは音声ガイドに従うことで使用することはできますが、心肺蘇生を含めた講習会を受講され

ることをおすすめします。 

 

  田中一眞 委員長 



2015年 １１・１２月 

日 月 火 水 木 金 土 

11/２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ 

野球同好会  

ｶﾞﾊﾞﾅｰ杯  

決勝戦       

 幹事会      

大東市民会館 

１２：５０例会        

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問     

ｸﾗﾌﾞ協議会開催    

百科事典寄贈式    

会員研修会（10年以下） 

   

２９ ３０ １２／１ ２ ３ ４ ５ 

   １２：５０例会        

年次総会クラブ協議会 

 地区大会 地区大会 本会議   

於：大阪国際会議場 

６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 

   10日に変更のため例   

会はありません 

Ｇ公式訪問合

同例会    

於:仙亭 

  

〒573-1121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: info@kuzuha-rc.jp 

URL:http://www.kuzuha-rc.jp/ 
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第１９７７回 例会出席報告（1１月1８日） 

総会員数 出席者 出席率 

５６名 ２７名 ５４．００％ 

第１９７４回 例会補正後出席率８８．６８％ 

  メーク６名  欠席６名  除外３名 

ニコニコ箱 合計 \0 累計  \553,010 

○本日の配布物 

①１１月25日週報 

②地区大会ネームプレート 

③会員名簿2015年11月版 

○本日の回覧物 

①12月10日（木）ガバナー公式訪問合同例会出欠表 

②12月例会出欠予定確認表 

③ＬＩＰ11月号 

○地区行事等出席報告（敬称略）   

11/24 幹事会                      米田 

○地区行事等出席予定（敬称略）   

12/4 地区大会晩餐会         小北、山口尚志 

12/5地区大会本会議  小北、山口尚志、米田、北村 

       髙島、宮田、初木、山中、駕田、日野、今中 

            木﨑、源本、中野、上山、山口伊太郎、稲田 

○メークアップ（敬称略） 

 11/22G杯野球大会 多田、岩渕、米田、源本、大橋 

        原、日野、今平、稲田、粟津、久保、川上 

       山口伊太郎、田中商人、北村、畠仲、小北 

＜結果＞(敬称略)       ｱｳﾄ ｲﾝ ｸﾞﾛｽ HDCP  NET 

 優勝 山中 卓 会員   49    49    98    25.0    73.0       

 2 位 柿丸 裕  会員   52    45    97    24.0    73.0  

 3 位 田中商人 会員   46    49    95    20.4    74.6    

 4 位 北川順清 会員   47    49    96    20.0    76.0 

 5 位 稲田義治 会員   38    43    81      4.8    76.2 
 

*ＢＧ賞    稲田義治会員    

*ﾆｱﾋﾟﾝ賞 OUT/吾郷会員・稲田会員 IN/山中会員・吾郷会員 

15-16年度第1回ゴルフ同好会コンペ 

 去る11月19日(木)名門ＡＢＣゴルフ倶楽部にて第1回ゴ

ルフ同好会コンペが開催されました。 

優勝 山中卓会員    ２位 柿丸裕会員  3位 田中商人会員 


