
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 

永久に栄えよ 

 我等のロータリー 

 

●12:40 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 

●幹事報告 

●委員会報告 

 出席状況報告・他 

●３分間スピーチ 原会員 

●卓話 金森市造会員  

●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＞ 

 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 

今後の予定： 

8/3 

（水） 

・卓話 金森会員 

・定例理事会 

8/10 

(水) 

・卓話 北村会員 

 

8/17 

（水） 

・定款により休会 

  

8/24 

（水） 

・卓話 木﨑会員 

第１７８０回例会プログラム 
 ２０１１年８月３日（水） くずはゴルフ場 ３F 
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３ 原 

１０ 原田 

１７ 定款により休会 

２４ 林(宏) 

３１ 源本 

9 

７ 林(祐) 

１４ 平尾 

２１ 今中 

２８ 今西 

▲第一回全国都市対抗

野球大会開催(1927年） 
当時日本の野球人気を支

えていたのは、東京六大

学をはじめとする学生野

球であった。しかし選手

たちは卒業すると各地の

クラブチームに所属し、

単発的に他のチームと練習試合を行うだけであった。 

早大野球部出身で早慶戦開始のきっかけを作った1人である橋戸信

はこのとき東京日日新聞に勤務していたが、早大野球部時代に

行ったアメリカ遠征で、メジャー・リーグが地元に根ざしたフラ

ンチャイズ制を採用しているのにヒントを得て、日本の各都市を

代表するチームを競わせる大会を作ってはどうだろうかと発案。

約1年かけて全国の有力クラブチームの関係者に説得を行い、1927
年に、学卒者たちによる全国的な野球大会が開かれることとなっ

た。 

 記念すべき第1回優勝チームは当時日本の占領下にあった満州の

満州倶楽部。初代黒獅子旗はいきなり海を渡ることとなった。 
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  ここ数日は非常に過ごしやすい気温か

なと思いながらの今日の例会です。 

 本日は親睦委員会から報告がありました

ように、三村ガバナー補佐公式訪問でご

ざいます。また、枚方RCからは大野会長、

大東幹事を迎え、さらには9月4日開会い

たします、少年野球大会の枚方少年野球

連盟から中西理事長、深松事務局長、本

年度から後援をお願いしました読売新聞

社の梁瀬部長様を迎えての例会でござい

ます。 

 本日は盛りだくさんの内容となりますの

でこれで会長の時間をおわります。 

会長の時間 

 

 貴クラブでは、対内的には立派な会長

方針のもと活発に行動されておられます

ほか、対外的にも積極的な奉仕を続け

られ敬意を表します。 

 近く、8月には東北地方への義援運動

に出かけられるよう大変心強く存じます

ので、帰任後にはぜひとも、詳細につい

て地区報告を期待しております。 

 会員増強については参考になる事例

として増強部門を細分して行動するほ

か、入会式を厳粛にして、入会直後の

 ガバナー公式訪問所感        

退会防止につとめられることも一案と思

われますので、よろしくお骨折りのほど

お願いいたします。 

 さらにロータリー財団と米山奨学会へ

の支援につきましては、それぞれ一人

当たり150ドル以上と2万円以上を目標と

されるほか、ポリオについては一人3千

円以上のご協力方、要請を受けており

ますのでご協力のほどお願いいたしま

す。 

RI2660地区IM3組ガバナー補佐     三村 雄太郎 様 

枚方ロータリークラブ     会長  大野 榮 様 

 ご 挨 拶       

 昨年度はニコニコキャンプにてご厄介

になりましたほか、本年2月28日には、

当クラブの５０周年記念に当たりご迷惑

をおかけいたしました。それにもかかわ

らず、多額のお祝をいただきまことに有

難うございました。 

 本年も貴クラブとの連繋事業が多く、

当方から地区に三村ガバナー補佐と青

少年委員が出ておりますので、何卒よろ

しくご指導お引き廻し下さるようお願い

いたします。 

枚方少年野球連盟      理事長  中西 俊毅 様 

 皆さんこんにちは。いつも少年野球連

盟に対し温かいご支援を頂き、また本日

は支援金を頂きましてありがとうございま

す。今年度のくずはロータリークラブ杯

枚方少年野球ジュニア大会は9月4日開

会式、その後試合開始となります。決勝

戦・閉会式は12月4日を予定しておりま

す。 

 今年度は89チームの参加を頂いてお

ります。昨年度より4年生の生徒数が少

ないため参加チームが減少しています

が、８９チームの子供たちの良い思い出

が作れるような大会をめざして、スタッフ

一同頑張りますので今後ともよろしくお

願いいたします。 
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・手取月200万円程度 

〇法人税 

・実行税率40.69％⇒35.64％ 

・法人税のみ 大法人 ３０％⇒２５．５％ 

         中小法人１８％⇒１５％ 

・理由 国際競争力の向上、国内投資拡大 

     雇用創出の促進 

〇消費税 一部分のみ改定が確定 

 消費税についての改正説明 

  １．22年6月30日国会通過確定 

  ２．主な改定事項  

   ・個人、法人とも事業年度を1月1日～12月31日と考える 

   ・基準期間（2年前）が1000万円以下 

 平成23年度税制改正の動向 

１．改正税法項目 

 ・所得税、現前所得税 

 ・法人税  ・消費税 

 ・相続税、譲与税  ・地価税 

 ・酒税、たばこ特別税 

 ・登録免許税 

 ・石油、ガス、石炭、揮発油税 

 ・航空機燃料税  ・印紙税 

 ・電源開発促進税  以上17項目 

〇源泉所得税 

・給与所得1500万～4000万円＝245万円 

           4000万円超＝125万円 

3分間スピーチ  藤原 和彦 会員 

７月お誕生日おめでとうございます！      
                
 
 
 
 
 
 

 

  

    川島吉博 会員            西田英夫 会員              林 宏毅 会員 

 ＜私の職場を紹介します＞ 今週は… 北川 順清 副会長 

  株式会社 北川造園                  

 

 

②年商・従業員数 

年商は年によりバラバラですが最近は特に落

ち込んでいます。従業員数は職人6名です。 

③経営理念  お得意さんを大切にする。 

④仕事の内容 個人庭園・外構の施工、管理及び公共公園工事、工場緑化と管理、一般土木工事 

⑤仕事にまつわるエピソード（失敗談や忘れられない思い出など） 

バブル期の庭園ブームでは、自分の思う樹木、石(形状等）が手に入らず、時間と手間をかけて捜し歩きまし

たが、商売と割り切って庭を仕上げるのは嫌な思いであった時期もありました。また、オイルショックの時はセ

メントを手に入れるのに紛争したのも忘れられない思い出です。 

⑦我が社自慢 創業以来のお得意先が何軒もあります。 

①創業のきっかけ 

 昭和10年私の父(宗太郎)が、長年仕えた親方から独立「宗美園」の

園主として開業しました。昭和43年「北川造園」と改名し、私が入社

現代にいたる。 

⑥社員や仕事に対して心がけている事 

顧客に喜んでいただける仕事をする。庭を美しく長年

にわたり楽しんでいただける庭づくり。 



ニコニコ箱メッセージ（敬称略） 

＊入会祝いをいただきました。ありがとうございます 

                             林 宏毅 

＊7月入会祝をいただいた喜びに。ありがとうございます 

                            川島吉博 

＊新年度のご挨拶                 枚方R C 

第１７７９回例会出席報告（７月２７日） 

総会員数 出席者 出席率 

５７名 38名 ７４．５１％ 

第１７７6回 例会補正後 出席率74.51％ 

   メーク ０名   欠席 １３名   除外 ７名 

お客様  三村雄太郎様（ガバナー補佐） 

      大野 榮  様  (枚方RC） 

      大東将啓 様 （枚方RC） 

      中西俊毅 様 （枚方少年野球連盟理事長） 

      深松明広 様 （枚方少年野球連盟事務局長） 

      梁瀬秀則 様 （読売新聞社） 

ニコニコ箱 合計 \20,000 累計  ￥161,000 

○本日の回覧物 

①ロータリーの友 8月号 

②卓話資料 (金森市造会員） 

○本日の回覧物 

①ガバナー月信 8月号 

○地区行事等出席報告 

7/30 米山奨学委員長会議              森   

○地区行事等出席予定       

8/9 ＩＭ3組会長幹事会        山口（伊）、初木   

8/20 職業奉仕委員長会議             畠仲        

8/27 財団セミナー               初木、小林        

○地区行事等出席予定    

8/1 北村隆会員    京都中ＲＣ  
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 8月1日から 

 ロータリーレートが変更になりました！   

       １＄＝８０円 

 

  ８月８月  祝入会記念日祝入会記念日  
  

中村雄策会員（H５年） 

山中  卓会員（H６年） 

林  祐弘会員（H６年） 

三木  彰会員（H12年） 

辻村順一会員（H20年） 

森  賢司会員（H21年） 

玉村公男会員（H22年） 

おめでとうございます！ 

８月８月  祝お誕生日祝お誕生日  
  

小林正彦会員（４日) 

米田 勉会員（５日） 

北川順清会員(21日) 

中村雄策会員（22日） 

小西武夫会員（22日） 

若林尚史会員（30日） 

山本一郎会員（30日） 

金森市造会員（31日） 

岡山量正会員（31日） 

 
 今年度の週報は昨年度に続き、会員皆様の

「私の職場紹介」を掲載していきたいと考えて

おります。何卒ご協力の程よろしくお願いいた

します。     広報委員長  多田利生 

＜私の職場紹介＞ 

①創業のきっかけ 

②年商・従業員数（差支えなければ） 

③経営理念 

④仕事の内容 

⑤仕事にまつわるエピソード 

（失敗談や忘れられない思い出など） 

⑥社員や仕事に対して心がけている事 

⑦我が社自慢 など 

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: kuzuha-rc@kcat.zaq.ne.jp 
URL:http://www.kcat.zaq.ne.jp/kuzuha-rc/ 


