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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   

７:20 開会点鐘 

・社会奉仕委員長挨拶 

 ― 移動（ 樟葉駅前） ― 

・秋の交通安全啓発活動 

 （絆創膏・ティッシュ配布） 

 ―移動（くずはｺﾞﾙﾌ場）― 

・友情と親睦の握手 

・ロータリーソング 

  「我ら日本のﾛｰﾀﾘｱﾝの歌」 

・お客様紹介 

 ―お食事・歓談― 

・会長の時間 

・ご挨拶 

 大阪府枚方警察署交通課 

   課長 鳥居 繁孝 様 

 大阪府枚方警察署交通課 

   係長 田畑 義夫 様 

 枚方交野交通安全協会 

   専務理事 西田 一芳 様 

・幹事報告 

・委員会報告 

   出席状況報告ほか 

・その他  ニコニコBOX報告 

・8:30 閉会の点鐘  
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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１９７０回 早朝例会  

於：くずはゴルフ場 

 

 

次回の例会は９月30日（水） 

夜 間 例 会   

18:00～20:３0 

於：ひらかた仙亭 

 

    内 容 ：第1部 入会式 

             卓 話 

         第2部 新入会員歓迎会 

    会 費：3,000円 

       （新会員は会費無料） 

本日の歌♪ 
「我ら日本のロータリアンの歌」 

 

 

われら日本の 

ロータリアン 

一つの仕事をする時も 

真心こめて考える 

これは誠か真実か 

  

 

献 血 活 動 

 

2015年9月27日（日） 

10:00～12:00 

13:00～16:00 

枚方市立牧野生涯学習市民センター 

 

※スタッフポロシャツまたはジャンバーを 

着用してください！ 

 

 

 

 

本日のお客様 

大阪府枚方警察署交通課 

 課長 鳥居繁孝 様 

大阪府枚方警察署交通課 

 係長 田畑義夫 様 

枚方交野交通安全協会 

 専務理事 西田一芳 様  



会長の時間   

 皆さんこんにちは。 

 以前にも報告させていただきましたが、本年度のIMロータリーデイは、門真RCがホストクラブ

で、3月26日ホテルアゴーラ守口で行われます。来年度のIMロータリーデイは我がくずはRCがホ

ストとなり、担当します。 

 先週の理事会で、IMロータリーデイ指名委員を選ばせてもらい、実行委員長・副実行委員長を

決めていただきます。「くずはは会員が多いけど出席が少ない」と言われないよう、来年度のホス

トらしく、多くのメンバーで参加しなければなりません。 

 また「くずは」らしい、素晴らしいパワーのあるIMロータリーデイにしなければなりません。皆さん

のご協力をお願いします。 

 そして、再来年はガバナー補佐をくずはRCから出ていただきます。本年度はガバナー補佐ノミ

ニー、来年度はガバナー補佐エレクト、再来年はガバナー補佐として活躍してもらいます。みん

なで支えて、盛り上げて、全面的支援しましょう。 会員皆様によろしくお願いをして、会長の時

間を終わります。  

 

3分間スピーチ       髙島叔孝 会員  

 私事について話をします。私の信念が有ります。私が会社を継いだのは、平成4年6月に先代

の社長から会社を継ぎました。先代の社長は、月の初めに伏見稲荷大社へ月参りを必ずしてお

られました。私も引き継ごうと決心しました。 

・伏見稲荷大社は、京都東山三十六峰の最南端「稲荷山」西山麓に鎮まる全国に3万社を数え

る稲荷社の総本宮です。和銅4年（711）2月初午の日に稲荷大社を稲荷山に祀ったのが始まり、

五穀豊穣・商売繁盛・家内安全の守護神として広く信仰されています。 

・シンボルは狐です 

 狐は稲荷大社のお使いで、狐と言っても野山にいる狐ではなく霊狐で、我々の願いを稲荷大

社につたえてくれると信じられて来ました。 

・朱塗りの建物や鳥居について 

 古代から朱色は魔力に対抗し、生命力を象徴する色とされています。そして管内の多くの神殿

や鳥居にもあざやかな朱色が塗られています。 

・鳥居について 

 境内には約10,000基の鳥居は、祈願と感謝の証として全国の崇敬者から奉納されたもので

す。鳥居には「願いが通ずる・通じた」という意味が込められています。 

 私は、月の初め1日早朝5時に自宅を出発しています。季節は春夏秋冬により季節を感じなが

ら冬は寒く暗くて凍る思いであり、春には桜が所ところ咲き、夏には朝より蝉が鳴き暑いと感じ、

秋には紅葉が咲き段々と寒く感じ四季折々感じます。5時30分に駐車場に到着30程度各本殿、

奥本殿の横にある灯篭が有り、その先に付いてある「重かる石」を持ち上げ月初めの体の調子を

みています。 

 そして、社務所でお札を買って来ます。お札は会社の事務所に飾り、毎日会社の終わりに手を

合わせています。それは、建設会社は外部の仕事を行う為、事故が付き物で、今日も事故も無く

有難うございました。 

小北 英夫 会長 

髙島 叔孝 会員 



卓話「献血事業の現状と推進」 

 赤十字血液ｾﾝﾀｰ 北大阪事業所 事業所長 石上雅一 様 

 献血とは血液を必要とされる患者さんが、いつでも安心して輸血を受けられるように、健康な 

人々が代償を期待することなく、強制を受けることなく、すすんで自分の血液を提供する行為 

であります。医療に血液は不可欠であり、人工の血液はなく、善意の献血が必要なのです。 

〇献血推進の重点項目 

  （1） 若年層献血推進事業 

     ・青少年等献血ふれあい事業 

     ・若年者献血セミナー事業 

 （2） 献血協賛企業活動推進事業 

 （3） 複数回献血者確保事業 

 （4） メディア等を活用した広報戦略のあり方 

 （5） 献血環境のあり方検討 

    ・献血ルームの環境整備（子育て支援） 

    ・献血バスの環境整備 

 （6） サービス向上（検査サービス通知の充実） 

〇最後に マザーテレサの言葉 

  「愛」の最も対極にあるものは 「無関心」であること 

★3つのお願い ★ 

  1.メンバーの紹介による献血会場への動員(初回者確保) 

 2.メンバーよる駅前やスーパーでの啓発活動(声かけ)を強化(献血者確保) 

 3.メンバーのビルや会社での取組、所属されている各種団体・高等・専門学校等の関係者を紹介 

秋の交通安全啓発パレード 

2015年９月１８日（金）16:00～  

枚方イオン～枚方市民会館 

 

 石上雅一 様 

【臨時理事会報告】9月16日開催 

＊審議事項 ①新会員選考の件 新会員候補者田中商人氏の推薦 

         （元ﾛｰﾀﾘｱﾝのため前所属ｸﾗﾌﾞに対し元会員であったこと・債務無しを確認また当クラブに入会承諾済） 承認 

         ②出席免除申請の件  吾郷泰廣会員の出席免除  承認 

北河内柔道大会 

2015年９月２０日（日）10:00～ 

於：交野市総合体育館 

 

大阪・全国センターの年度別献血者数の推移
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21

☆まいどなんば献血ルーム （平成22年9月1日オープン）

26

   出席者(敬称略)：粟津、初木、稲田、北村、小北、源本 

               大橋、髙島、上山、米田 

出席者（敬称略）：小北、駕田、米田、栗津、田中、瀬川、大橋  



2015年 ９・１０月 

日 月 火 水 木 金 土 

９/２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ 

10:00 北河内

柔道大会  

敬老の日 国民の休日 秋分の日 ７：2０      

早朝例会 

５RC親睦  

ゴルフ大会 

 

２７ ２８ ２９ ３０ 10/１ ２ ３ 

10:00献血活動

牧野生涯学習

センター 

 第12回七つ星 

歩こう会 

１８：００ 夜間例会    

仙亭 

   

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 

   →9/24に変更 枚方市追悼式   

１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ 

 体育の日  １２：５０例会        

定例理事会        

職場見学        

   

〒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/ 

KUZUHA ROTARY CLUB 発 行 

   国際ロータリー 第2660地区 

   創立：1974年5月30日 承認：1974年6月25日 

       クラブ名称変更承認：2005年6月  6日 

   会    長   小北 英夫   
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第１９６９回 例会出席報告（９月１６日） 

総会員数 出席者 出席率 

５５名 ４０名 ７８.４３％ 

 お客様 石上雅一 様（赤十字血液ｾﾝﾀｰ） 

     山内 涼 様      〃 

第１９６６回 例会補正後 出席率80.43％ 

  メーク５名  欠席９名  除外１名 

ニコニコ箱 合計 \3,000 累計  \333,010 

○本日の配布物 

 ・９月24日週報  

 ○本日の回覧物 

 ①9月30日夜間例会出欠確認表 

 ②10月例会出席予定確認表 

〇地区行事等出席報告（敬称略）  

 9/18 交通安全ﾊﾟﾚｰﾄﾞ 粟津、初木、稲田、北村 

        小北、源本、 大橋、髙島、上山、米田 

 9/20 北河内柔道大会    

       小北、駕田、米田、栗津、 田中、瀬川、大橋

○地区行事等出席予定（敬称略）   

 10/8 枚方市追悼式            小北 

 11/17 May Rotaryに関するｾﾐﾅｰ   米田、田中 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊軍（いくさ）が終って復員した時は20才、以後70年を 

 経過して90才となりました。誕生祝を頂いた慶びまでに 

       
北村 隆 

 

第12回七つ星歩こう会『信貴山散策』ご案内  
 

 

 ・日  時 ９月２９日(火) 

 ・集合場所 京阪牧野駅淀屋橋行ホーム最後尾 

 ・集合時間 午前9時 

  「玉蔵院」を参拝します 

   

  ※ご不明な点は岩本会員まで 

   ご連絡下さい 


