
2022年10月26日第2221回夜間例会 2022-23 Rotary International Theme 

   2022-23年度 クラブテーマ 
「対話から生まれる創造性を求めて～世代を超えて奉仕の価値観を共有しよう～」 

会   長  橘 喜久夫       
直前会長  米田  勉    
会長エレクト  白井 博巳   
副 会 長    源本 将人  

幹  事  粟津 直晶    
S A A  瀬川 裕一 
会  計  秀島 伸彦 
特別理事 岡山 量正 

理事(長期計画) 國田 欣吾 
理事(職業奉仕) 原   卓生   
理事(社会奉仕) 養老 孝雄 
理事(国際奉仕) 杉森 久哉 

理事(青少年奉仕) 宮地 康弘 
理事(クラブ研修) 木﨑 信也 
理事(親   睦) 髙橋 克文 
理事(会員増強) 鳳山 成志 

 本日の歌 

  「我らの生業」 

 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 

＊久しぶりに例会に出席することができて 

                    小北英夫 

＊「献血について」の卓話はとても勉強に 

  なりました           田代ミチル 

＊良いお天気で献血＆ポリオ根絶活動が 

  できました           中島  一 

＜2022-23年度役員・理事＞ 

 地区行事等出席報告 

10/19 大東中央RC訪問       岩本 

10/19 メーキャップ大東中央RC   松吉 

10/20 ｶ゙ﾊ゙ﾅー 補佐ｴﾚｸﾄ会議       岩本 

10/29 5RC親睦ゴルフ大会 

       橘、山口伊太郎、岩本、髙島 

      米田、日野、宮地、中島、朝川 

     田中、河本賢一、森岡、堀之内  

             川上、鳳山、原卓生          

11/9 3組会長幹事会 岩本、橘、粟津 

11/19 米山梅吉館旅行  

              林、米山奨学生 

 地区行事等出席予定 

 本日の配布物 

・10月26日週報 

 

 

 

＜第1部＞ 

１８：３０ 開会点鐘  

＊ロータリーソング  「我らの生業」 

＊お客様紹介  

＊会長の時間 

＊入会式           田島嘉樹 新会員 

＊幹事報告 

＊出席状況報告 

＊その他委員会報告 

＊クラブ研修 

 テーブルディスカッション 

 テーマ「くずはRCの未来創造」  

＊ニコニコ報告  

１９：１５ 閉会点鐘 

＜第2部＞ 

大阪のロータリークラブ100周年祝う会

及び新入会員歓迎会 

１９：２５ 開会 

＊会長挨拶 

＊乾杯    山口伊太郎  歴代会長  

―お食事・歓談― 

＊新入会員紹介 鳳山 増強委員長 

＊新入会員への歓迎の言葉 

   岩本昌治 3組ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐エレクト     

２０：３０ お開き 

＜指名委員会＞17時～ﾏﾙﾁｽﾍﾟー ｽ１ 

 （敬称略） 

 橘、白井、岩本、山口尚志、國田 

 プログラム 

 本日の回覧物 

・枚方RC60周年記念冊子 

  ￥10,000- 

 ￥438,288-  

2022年10月19日現在   

クラブホームページ 
リニューアルしました！ 

 

URL：h p://www.kuzuha-rc.jp  
 

     会員専用ページ 
       ID kuzuha 
       PW 2660 
 

例会場：枚方市総合文化芸術センター 

 今後の予定 

 

11月16日(水) 
12:30～13:30 
  きらら 

■卓話「月間に因んで」 

         長友財団委員長 

■３分間ｽﾋ゚ｰﾁ 鳳山会員 

1１月２日(水)定款により休会 

 
1１月9日(水) 
 12:30～13:30 
 きらら 

■外部卓話 

「古の未来型循環農業」

かみむら農園 上村慎二様 

■3分間ｽﾋﾟｰﾁ髙島会員 

■定例理事会 

1１月２３日(水）祝日休会 

第2220回 
例会出席報告（10月19日） 

会員総数 86名 

出席会員  
36名 

（オンライン参加者なし） 

出席率 48.00％ 

欠席会員 50名 

出席免除会員 11名 

メーク会員 0名 

お客様  
北大阪赤十字血液センター岡田知教様 
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 改めまして、皆さんこんにちは。今日は毎年恒例となっております樟葉駅前献血活動事業に、

早朝より何かとお忙しい中、社会奉仕委員長はじめたくさんの仲間の皆様、献血活動に参加して

頂きましてありがとうございます。この献血活動事業が始まったのは、2003～2004年度の吾郷会

長年度から始まったと聞いていますので、もう20年ほどになります。また今年の8月10日には、大

阪府日本赤十字血液センター様より表彰状を頂いております。 

 私は年齢制限で献血できませんが、知り合いにも献血の協力をお願いをし

ていますので、参加協力してくれると思います。一人でも多くの献血される方

が増えることを願っています。 

 今日はこの後１４時より国際奉仕委員会事業で、ポリオ根絶啓発活動のボールペン配りと続き

ます。委員長ほか仲間の皆様には、長時間になりまして大変申し訳ありませんが、今日一日最

後までご協力よろしくお願いいたします。以上で会長の時間を終わらせて頂きます。 

 

橘 喜久夫 会長 

【会長の時間】  

＜22-23 社会奉仕委員会事業 献血活動＞ 
2022.10.19(水) 樟葉駅前 

■赤十字マークは「命を守る」マーク 

 戦争で傷ついた人々やその人たちを救うために活動している人々を守る  

 国際法で使用ルールが定められている （勝手に使えません） 

■日本赤十字社の事業内容 

 国内での災害救護、海外での支援活動、献血事業他にも赤十字病院による医療活動・救急法 

 等の講習など9つの事業に取り組んでいる。 

■献血について 

 ＊献血とは輸血を必要とする患者さんの為に健康な人々が無償で血液を提供する行為 

 ＊1日平均約3,000人の人が輸血を必要としている。 

 ＊大阪府内では毎日1,100人以上の献血が必要（400ml献血 約730人/成分献血約370人分）年間を通じて継続 

  した献血のご協力が必要。また献血は人工的に造ることができず長期保存ができないので、常に健康な人たち 

  からの献血によって輸血に必要な血液を確保している。 

■献血の現状と課題 

 ＊若者の献血離れ（10代～30代の献血者が減少）や少子高齢化の影響（輸血を必要とする人の増加）新型コロ 

 ナウィルスの影響などにより将来に向けて若年層の献血者を増やし輸血用血液を確保する必要がある。 

【卓話】「献血について」 北大阪血液センター 北大阪事業所  岡田 知教 様 

＜22-23 国際奉仕委員会事業 ポリオ根絶活動＞ 
2022.10.19(水) 樟葉駅前 

 

秋晴れのさわやかな

一日となり、献血者も

過去最高数となりま

した。会員皆様献血

活動にご協力ありが

とうございました！ 

   ＊献血結果＊  
 献血受付数 ７４名 
 採血数合計 ６２名 
      400ml  59名 
      200ml  3名 

当日は枚方RC吉田

様、枚方RAC田代様、

寝屋川RAC蔦様、守

口RAC上村様にご協

力頂きました。ありがと

うございました！ 

  岡田知教様 

 

   宮田 明  会員          

委嘱状の伝達 
地区大会信任状委員          


