
今日の歌♪ 

    「奉仕の理想」 

奉仕の理想に 

集いし友よ 

御国に捧げん 

我等の生業 

望むは世界の 

久遠の平和 

めぐる歯車 

いや輝きて 

永久に栄よ 

我等のロータリー 

 

２０１０－１１年度ホーム皆出席・皆出席 

●12：30 

 ― 乾杯・お食事・歓談 ― 

●12:45 開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●国歌斉唱 

●ロータリーソング 

 「奉仕の理想」 

●お客様紹介 

●会長の時間 

●入会式 

●記念品贈呈 

 ★前年度会長・副会長 

  幹事・SAA 

 ★前年度ホーム皆出席会員 

 ★前年度皆出席会員 

●幹事報告 

●委員会報告 

 出席状況報告・他 

●３分間スピーチ 足立会員 

●就任挨拶 

 会長、副会長、幹事、 ＳＡＡ 

●プログラム発表 

●その他 

 ・ニコニコBOX報告 

●13:30 閉会の点鐘 

＊本日の会合＊ 

<定例理事会及びクラブ協議会> 

山口(伊)、北川、初木、三木 

小西、高島、岩本、國田 

畠仲、中野、日野、上山 

山中、川島、中谷、源本 

米田、北村、原田、多田 

辻村、畠仲、山口(尚)、原 

小林、森、西田、木﨑、金森 

今後の予定： 

7/13 

(水) 

・理事就任挨拶 

 (5大奉仕・ＣＬＰ) 

・クラブ奉仕委員会 

 

7/20 

(水) 

移動例会 

於：ひらかた仙亭 

・10-11年度決算 

 11-12年度予算 

 審議 

 

7/27 

（水） 

・ガバナー補佐訪問 

・「ＲＩ・地区方針と 

 所感」 

  

第1７７６回例会プログラム 
 ２０１１年7月６日（水） くずはゴルフ場 
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『貴方が動けば 何かが変わる』 

2011-12年度 山口会長テーマ 
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月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

7 

６ 足立会員 

１３ 吾郷会員 

２０ 粟津会員 

２７ 藤原会員 

8 

３ 原  会員 

１０ 原田会員 

１７ 定款により休会 

２４ 林(宏)会員 

３１ 源本会員 

○皆出席会員   23名 

34回皆出席 今中会員 34/37 

33回皆出席 足立会員 33/36 

31回皆出席 北村会員 3１/33 

24回皆出席 平尾会員 24/24 

         南  会員 24/24 

22回皆出席 宮田会員 22/22 

19回皆出席 原田会員 19/21 

18回皆出席 駕田会員 18/18 

         北川会員 18/18 

         高島会員 18/18 

16回皆出席 山中会員 16/16 

14回皆出席 山本(正)会員14/14 

13回皆出席 中野会員 13/24 

         上山会員 13/13 

11回皆出席 國田会員 11/12 

 9回皆出席 三木会員   9/10            

         山口(伊)会員 9/9    

         川島会員 9/15 

  7回皆出席  米田会員  7/8      

 6回皆出席 日野会員  6/6 

 5回皆出席 源本会員  5/5  

 2回皆出席 小西会員  2/2 

 1回皆出席 森会員     1/１    

  

○ホーム皆出席  ４名  

岩本昌治会員 皆出席18回／在籍20年 

上野  徹会員 皆出席11回／在籍12年  

初木賢司会員 皆出席 9回／在籍 9年  

山口尚志会員 皆出席 8回／在籍12年 



37年を迎えたくずはＲＣ2011～2012年度の

会長を務めさせて頂きます。 

浅学非才の身ではありますが、身に余る光

栄として一生懸命努めて参りますので、皆様

の温かいご支援をお願い申し上げます。 

未曾有とも云える東日本大震災による被災

地の皆様に改めてお見舞い申し上げますと共

に一日も早い復興を祈念致します。 

長期に亘るであろう復興を支援して行きた

いと思います。是が優先の一年になろうかと

思います。 

今年度ＲＩの基本方針は「こころの中を見

つめよう 博愛を広げるために」です。 

我がくずはＲＣのテーマを「動けば変わ

る」に思いをこめました。 

（動きます、動かして下さい） 

出来ない理由より出来る方法を考え、継続

の中にも改革すべきは変化につなげ、次年度

へバトンを渡したいと思っています。 

そこで 

 ①例会出席率５％ＵＰ 

 ②会員１名以上純増 

を目標に掲げ、実現に向かって精一杯努力致

します。 

【就任のご挨拶   山口伊太郎 会長】 
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私の力不足は幹事をはじめとして強力な

スタッフを揃えバックアップ体制に万全を

期します。 

私たちは自己の利益を得る欲望と他人の

ために尽したいと云う義務感との葛藤の中

にあり、この争いを調和させようとする場

がロータリーであるならばまずはこの思い

を例会出席で実現しましょう。  

IM３組中の最下位脱出を目指します。 

会員増強については退会したくないロー

タリークラブを目指し、出席したい例会の

具体化に向け更なる会員相互の親睦が必要

かと思います。 

最後になりましたが、昨年度役員の方々

に深甚なる敬意を払い、今年１年会員皆様

のご支援をお願いして就任のあいさつと致

します。 

  初木幹事  北川副会長  山口伊太郎会長  三木ＳＡＡ 



 私に妙案はありませんが、出席委員会を

中心に親睦委員会にも力をお借りしまし

て、クラブの活性化（くずはロータリーに

入ってよかった）につながればと願いま

す。 

 本年度、会長テーマ『貴方が動けば、何

かが変わる』とされました。クラブ奉仕部

門の各委員長様と精一杯動く所存でござい

ます。会員の皆様方のご協力をお願い致し

ます。 

 山口会長のもと、副会長兼クラブ奉仕委

員長を努める事となりました。よろしくお

願い申し上げます。 

 副会長の役割も然る事ながらクラブ奉仕

部門の役割はクラブの活性化であります。 

“ロータリーの活力→それは会員増強から”

と聞いてまいりました、新しい会員を増や

し続けることの重要性も理解できます。又

全員参加で取り組む奉仕事業も必要である

と思いますが、前年度からの事業引継書に

ありました、例会出席率向上に努力を注ぎ

たいと考えます。 

【就任のご挨拶   北川順清 副会長】 

 このたび、幹事というクラブ内での大役

を仰せつかり、太身の我が体なれど改まっ

て身の引き締まる思いです。歴代幹事の

方々のご功績に恥じることの無いよう努め

て参りたいと思っております。 

 また、山口伊太郎会長をはじめとする理

事役員の方々、会員の皆様方には色々と多

岐に亘るご指導を頂きながら、日々努力研

鑽に励む所存でございます。 

 会長方針の「貴方が動けば、何かが変わ

る」のテーマの下、創立４０周年を目前に

控え、歴史と伝統の良き我がクラブのクラ

ブ運営の充実を目指して参ります。 

 地域社会に根の張ったクラブの諸事業を

推進し、会員諸兄へのご理解とご支援を得

るよう努力したいと思います。 

 クラブ理事会と会員皆様とのパイプ役と

しての大役を図ってまいります。 

 今後とも皆様方のご協力をお願い申し上

げ、就任の挨拶といたします。 

第一に考え、伝統を重んじながら、いつも

明るく楽しく前向きに例会を進めていきた

いと思います。 

 さらに会員の皆様の友情と親睦をより大

きく図れるように心がけますので、どうぞ

一年間ご指導、ご協力の程、よろしくお願

い申し上げます。 

本年度SAAを仰せつかりました三木でござい

ます。 

 この伝統あるくずはロータリークラブの

SAAという重大な責務を思うとその職責の重

さに改めて身の引き締まる思いがいたして

おります。 

 例会進行にあたり、会員の皆様の心情を

【就任のご挨拶   初木賢司 幹事 】 

【就任のご挨拶   三木 彰 ＳＡＡ 】 
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ニコニコ箱メッセージ（敬称略） 

＊最終例会を迎えるにあたり心からのよろこびに 

                             岩本昌治 

＊一年間副会長として皆様にお世話になったお礼に 

                             高島叔孝 

＊一年間ありがとうございました         山口尚志 

＊いろいろとお世話になりありがとうございました 

                             林 克彦 

＊いつも欠席のおわびに             中村雄策 

＊岩本会長はじめ役員の方一年間ご苦労様でした 

                             金森市造 

＊おかげ様で今年度もホーム皆出席を続ける事が 

 できました                      上野 徹 

＊最終例会にバッジを忘れてしまいました   岩本昌治 

＊本年度一年間お世話になったお礼に     國田欣吾 

＊役員の皆様一年間ご苦労様でした      山本正夫 

＊誕生日の記念品ありがとうございました    粟津直晶 

＊ありがとうございます 

 旧役員の皆様ご苦労さまでした        今西義人 

＊無事本年度を終了               足立恒雄 

＊役員の方々 一年間ご苦労様でした     初木賢司  

＊岩本会長はじめ役員皆様のお蔭にて 

 無事年度末を迎えた喜びに           北村 隆 

 

第１７７５回例会出席報告（6月29日） 

総会員数 出席者 出席率 

５８名 ３９名 ７３．５８％ 

第１７７２回 例会補正後 出席率６７．９２％ 

   メーク ２名   欠席１７名   除外 ５名 

ニコニコ箱 合計\181,,000 累計 ￥1,491,000 

○本日の配布物 

①ロータリーの友7月号 

②2011-12年度週報ファイル 

③RI会長、ガバナー、ガバナー補佐メッセージ 

④2011-12度委員会構成表 

⑤2011-12年度プログラム表 

⑥2011-12年度緊急連絡網 

⑦2011-12年度例会について 

⑧2010-11年度下期ニコニコ寄付領収書 

○本日の回覧物 

①ガバナー月信7月号 

②地区協議会報告書 

○地区行事等出席報告 

7/1 社会を明るくする運動ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ・駅前啓発 

                   岩本、北川、原田、高島 

○地区行事等出席予定  

7/8 地区研修委員会                 金森 

7/9 社会奉仕委員長会議              國田  

7/16 地区合同委員会                  金森 

7/19 枚方ＲＣ新年度挨拶訪問     山口（伊）、初木 

7/21 交野ＲＣ新年度挨拶訪問        山口（伊）、初木 

7/23 広報委員長会議  

7/23 国際奉仕・ＷＣＳ委員長会議 

7/30 米山奨学委員長会議 
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2011年7月18日(月) 昼12：00～12：30（予定） 

テレビ大阪をご覧ください！ 
 

 ～テレビ大阪 特別番組～（仮題） 

感染症“ポリオ”との闘い 
世界のロータリーが取組んできたポリオ撲滅への奉

仕活動今年２月のインドでの活動状況をＴＶ大阪の

ご協力により、３０分番組に収録しました。 

 

 

 

 

  77月月  祝入会記念日祝入会記念日  
  

嶋中完治会員（S50年） 

川島吉博会員（H17年） 

粟津直晶会員（H18年） 

西田英夫会員（H19年） 

林  宏毅会員（H22年） 

橘喜久夫会員（H22年） 

山本一郎会員（H22年） 

 

おめでとうございます！ 

77月月  祝お誕生日祝お誕生日  
  

高島叔孝会員（16日) 

玉村公男会員（17日） 

畠仲   聡会員(23日) 

國田欣吾会員（23日） 

多田利生会員（27日） 

三木  彰会員（29日） 

森 賢司 会員（31日） 

 


