
今日の歌♪ 

    「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 

 

 

●12:40 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 

●会長の時間 

●ご挨拶  

  交野ＲＣ会長 田中有 様 

●各種記念品贈呈 

 ・入会記念日御祝 

 ・お誕生日御祝 

●幹事報告 

●委員会報告 

 出席状況報告・他 

●３分間スピーチ 吾郷会員 

●理事就任挨拶 

 畠仲 聡 職業奉仕委員長 

 國田欣吾 社会奉仕委員長 

 中野保博 国際奉仕委員長 

 日野守之 新世代奉仕委員長 

 上山芳次 ＣＬＰ委員長   

●その他 

 ・ニコニコBOX報告 

●13:30 閉会の点鐘 

＊本日の会合＊  

<クラブ奉仕> 

(敬称略) 

北川、辻村、駕田、林(祐)、嶋中 

<親睦委員会> 

(敬称略) 

山中、宮田、小北、西田、嶋田

橘、田中（一）、山本(一)、玉村、

森、林(宏)、小西 

 

今後の予定： 

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」 

  

8/3 

（水） 

・卓話 金森会員 

・定例理事会 

第１７７７回例会プログラム 
 ２０１１年7月13日（水） くずはゴルフ場 

発行日2011.7.13 

2011-12年度 第2号 

『貴方が動けば 何かが変わる』 

2011-12年度 山口会長テーマ 

KUZUHA ROTARY CLUB   KUZUHA ROTARY CLUB   KUZUHA ROTARY CLUB   Weekly Club BulletinWeekly Club BulletinWeekly Club Bulletin 

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 

  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！ 

７月７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） 



 本年度職業奉仕委員長を

仰せつかりました畠仲でご

ざいます。 

 職業奉仕の理念は、ロー

タリー活動の根幹であると

言えるにもかかわらず、な

かなか理解し難い部分といわれています。 

【 理事就任のご挨拶   畠仲  聡 職業奉仕委員長 】 
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本年度は会長テーマのもと、会員其々の職

業を理解し合える機会を増やし、少しでもこ

の職業奉仕の理念を広められるよう、行動に

うつしたく考えております。 

何卒宜しく皆々様のご指導を賜りますよう

お願いいたします。 

 

 本年度、国際奉仕委員長

を仰せつかりました、中野

でございます。 

 国際奉仕部門の五つの委

員会、「世界社会奉仕、

ロータリ財団、米山奨学、

青少年交換、国際交流平和」の各委員長さまと 

連携を保ちながら、本年度山口会長の「貴方が動

けば 何かが変わる」のテーマにそって、WCS事

業として東日本大震災被災地の支援活動、 

台湾鹿港東RCとの友好、タイ国日本語教育環

境支援活動をされている、原田義之氏の支援

活動の三つを軸に、頑張って参りますので、

会員皆様方のご理解とご協力、そしてご支援

をよろしくお願い申し上げます。  

    

   

【 理事就任のご挨拶   中野 保博 国際奉仕委員長 】 

 また、先般７月９日に行われた地区委員会

において、本年度は地区として東北大震災に

よる被災者向けの社会奉仕活動に力を入れて

いくようで、各クラブに地区補助金を活用し

て申込みをしていただきたいという要望が 

ありましたので、くずはクラブとしても積極

的に行っていく予定です。 

 私自身まだまだクラブの事業を把握できて

いませんが、一年を通して積極的に事業に参

加し、社会奉仕活動をすすめてまいりますの

で、献血をはじめ各事業への参加とご協力を

よろしくお願いします。 

 この度、社会奉仕委員長を

仰せつかりました國田です。

一年間よろしくお願いしま

す。 

 私もこの在籍１０年位の中

で、クラブの社会奉仕活動支

援を多くされていることを改めて認識することが

今回できました。 

 本年度は昨年度岡山委員長がされた調査をもと

に、更に各事業を検討してまいり、次年度へ申し

送りしたいと思います。 

【 理事就任のご挨拶   國田 欣吾 社会奉仕委員長 】 

 

 

 



従い、昨年に引き続き「出席率の向上」に向

け協力を募っていきたいと考えています。 

 前委員長の提言でもあり、会員全員にて

種々検討・提案し出席率を高める為に協力を

仰ぎたいと思っております。(会員の皆様が動

けば、出席率が変わる) 

 今後とも楽しいロータリーライフを送る

為、何卒皆様方のご支援・ご協力・ご指導・

ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げ、簡単で

すが、就任のご挨拶とさせて頂きます。 

 今年度のＣＬＰ委員長

を仰せつかりましたが何

分にも勉強不足で、前委

員長のようにやって行け

る か 心 配 で は あ り ま す

が、皆様方の御力をお借

りして精一杯頑張って参りたいと思いますの

でよろしくお願い申し上げます。 

 さ て、今 年 度 は 会長 の 基 本方 針と し て 

「貴方が動けば、何かが変わる」のテーマに

【 理事就任のご挨拶   上山 芳次 CLP委員長 】 
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 本年の事業としては、くずはロータリー杯少

年野球ジュニア大会開催、支援事業としては北

河内柔道大会・ボーイスカウト活動、そして、

こども１１０番安全ちょうちん寄贈事業を行い

ながら、見直しが必要な事業についての提案も

併せて行っていきます。 

 最後に、会長のテーマにあります『貴方が動

けば、何かが変わる』に相応しい委員会と認識

し、地域の青少年の健全な育成に行動し１年間

努めて参りますので、会員の皆様のご協力をお

願いいたします。 

 本年度、理事という

重責のある新世代奉仕

委員長を仰せつかりま

し た 日 野 で ご ざ い ま

す。こ の 委 員 会 は、多

くの対外的な事業を抱

え、クラブ会員以外の方と接する機会も多

く、私自身クラブ入会以来はじめての経験に

もなりますが、委員長として１年間推進する

に当たり身の引き締まる思いであります。 

【 理事就任のご挨拶   日野 守之 新世代奉仕委員長 】 

【 先週の例会 】 

＊小西 武夫 会員   ５７才 
＊事 業 所   枚方信用金庫 

＊事業所住所 枚方市岡東町１４－３６ 

＊職業分類   信用金庫 

＊推 薦 者   小西雅晴元会員  

山口会長より小西新会員にロータリーバッジが授与されました 

 入 会 式 お  客  様 

  

RI2660地区 

IM3組ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 

三村雄太郎 様

（枚方RC） 

田中商人様 

（大阪大手前ＲＣ） 

 

 



ニコニコ箱メッセージ（敬称略） 

＊新年度の出発を祝して             足立恒雄 

＊新年度を迎えてのよろこびに         吾郷泰廣 

＊くずはＲＣの益々の発展と会員の皆様方の 

 御健康をお祈りしています           今中七郎 

＊山口丸の船出を祝って             原田武夫 

＊初例会によせて                  平尾公介 

＊新年度のスタートに！              日野守之 

＊２０１１－１２山口丸の船出を祝して      山中 卓  

＊山口（伊）会長のスタートを祝し 

 又１８回皆出席記念品をいただいて！    駕田 毅 

＊山口伊太郎会長の初例会を祝って      宮田 明 

＊初例会を無事終えた喜びに        山口伊太郎 

＊山口会長のもと、副会長を務めます 

 よろしくお願いします              北川順清 

＊多くの記念品を頂いたよろこびに      高島叔孝 

＊山口会長、一年間頑張って！        中野保博 

＊本年よろしくお願します            初木賢司 

＊初例会を終えて                 三木 彰     

第１７７６回例会出席報告（７月６日） 

総会員数 出席者 出席率 

５７名 ３８名 ７４．５１％ 

第１７７３回 例会補正後 出席率 ７４．５１％ 

   メーク ４名   欠席 １３名   除外 ７名 

ニコニコ箱 合計 \116,000 累計  ￥116,000 
○本日の配布物 

① 

○本日の回覧物 

①林克彦元会員、小西雅晴元会員へのバナー 

② 

○地区行事等出席報告 

7/8 地区研修委員会                 金森 

7/9 社会奉仕委員長会議              國田  

○地区行事等出席予定  

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                多田 

7/23 国際奉仕・ＷＣＳ委員長会議         中野 

7/30 米山奨学委員長会議          
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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。 

 

  

2011年7月18日(月) 昼10：３0～11:00 

テレビ大阪をご覧ください！ 
 

 

 

 

～テレビ大阪 特別番組～ 

感染症“ポリオ”残り１％との闘い 
 

＜ ロータリージャパン＞ 

 

 ロータリージャパンのホームページには 

東日本大震災関連の情報が掲載されています。 

内容は被災地からの物資依頼・物資と義援金の送り

先、各地からの救援（含 RI・ガバナー会からの義援

金募集）、被災地へのメッセージ、また被災地からの

現況報告やお礼などです。 

  ロータリーウエブサイト 

 （http://www.rotary.or.jp/） 


