
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 小林会員 

●クラブ全員協議会「年次総会」 

●卓話「家族月間に因んで」    

山中 卓 親睦委員長   

●その他  

 ・ニコニコBOX報告 

●13:30 閉会の点鐘 

●本日の会合（敬称略） 

＜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 

＜親睦委員会＞ 

 山中、宮田、小北、西田 

 田中(一)、山本（一）、玉村、橘 

 林（宏）、森、嶋田、小西 

今後の予定： 

12/11

(日) 

・少年野球ジュニア

大会決勝戦・閉会

式  ９：３０～ 

12/14 

（水） 

・ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問 

・卓話 

 川島吉博委員長 

・ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐との 

 クラブ協議会 

12/17 

(土) 

・ｸﾘｽﾏｽ家族例会 

 竹茂楼 

12/21 

（水） 

⇒12月17日に 

 変更 

  

12/28 

（水） 

・定款により休会 

第１７９５回例会プログラム 
 ２０１１年１２月７日（水） くずはゴルフ場 ３F 

発行日2011.12.7 

2011-12年度 第20号 

『貴方が動けば 何かが変わる』 

１２月：家族月間 

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 

12 

７ 小林会員 

１４ ― 

２１ →17日変更 

２８ 定款により休会 

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

1 

４ 定款により休会 

１１ 南会員 

１８ ― 

２５ 宮田会員 

第23回第2660地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ杯 

争奪軟式野球大会  

準優勝 おめでとうございます！ 
 去る12月4日(日)サントリー球場において第23回第2660地区 

ｶﾞﾊﾞﾅｰ杯争奪軟式野球大会の決勝戦が行われ、Ａブロック1位

のくずはとＢブロック1位の吹田西が戦いました。くずはは初回4点

を入れ、2回に1点追加、5対０で迎えた3回裏、8点を入れられま

したが、その後はくずはエースの源本氏の力投と打線の反撃で

逆転。しかし最終回に２点を入れられ1点差で準優勝となりまし

た。結成3年目での快挙に今後は大いに期待されます。 



Page 2 『貴方が動けば 何かが変わる』 

 本年度の地区大会と家族例会に続

き、久方ぶりに本会場での例会開催と

相成りました。 

 本日は、来年1月28日（土)開催予定の

I.Mホストクラブの四條畷RCから田村副

会長をお迎えしての例会となりました。 

 さらに「もんぺ座」から若さと美貌を誇

られるはなやかな方々犬伏様、田村様

鳥野様、モリセ様をお迎えし、大変嬉し

く存じます。 

 かつて私どもも協力させて頂きました

ジャカルタ陸橋がこのほど完成いたしま

した。機会がございましたら、是非ご観

光下さいますようご案内をかねてお知ら

せ申しあげます。 

会長の時間 

表 彰 式 

  第2回米山功労者         ロータリー財団PHFマルチプル        ロータリー財団PHF 

 岩本昌治 直前会長      北村 隆 会員（左）、南 武 会員（中央）      上野 徹 会員    

入会記念日祝 原田武夫会員     入会記念日祝 岩本昌治会員  入会記念日祝 北川順清会員 

入会記念日祝 高島叔孝会員     入会記念日祝 山本正夫会員   入会記念日祝 岡山量正会員 

  誕生日祝 平尾公介会員 

11月お祝い 
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贈 呈 式 

 ＜私の職場を紹介します＞       今週は…上山芳次 CLP委員長    

 山栄総合開発株式会社 

④仕事の内容  造園工事・樹木管理・土木工事・観葉植物レンタル  

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）  

①創業のきっかけ  昭和４３年に国鉄（現在のＪＲ）を退社し、造園や園芸、

観葉植物レンタルを取り扱う山栄ガーデンを開業する。 

その後法人化に伴い 社名を山栄総合開発株式会社とする。 

⑥社員や仕事に対して心がけている事  

従業員との信頼関係、お客様との信頼関係、その上で妥協せず仕事に取り組む。 

③企業理念 緑に癒される空間を創造し、暮らしに安らぎと潤いを与え、誠実な企業活動により 

         顧客や社会の信頼に応える。 

②年商・従業員数  7名 

 I.．M P R 

 

 
 

 

   「もんぺ座」へ支援金贈呈 

 

 「もんぺ座」は、枚方市内また交野市内の幼稚

園や保育園を巡回し、年間約６０回の公演をこな

されています。「台本作りから、人形作りと苦労の

連続ではありますが、子ども達を前に、演じたとき

の『感動』が忘れられず、これからも走り続けよう」

とメンバーが一つになって活動されています。 

 「1月より枚方市内の幼稚園、保育所20数ヶ所

で公演し、子ども達の交通安全に対する意識を

高めて行きたい。」と座長の犬伏様からご挨拶が

あり、 山口会長より今年度の支援金を贈呈いた

しました。 

 

   四條畷ＲＣ副会長の田村様より 

****************************  

２０１１～１２年度ＲＩ２６６０地区第３組 

インターシティミーティング 

「健康と防災・すべての奉仕活動は健康から!!」 

２０１２年１月２８日（土） 

受付９：００～  開会９：３０～ 

於：四條畷市市民総合センター 

 ****************************  

＜基調講演＞ 

①「我が国の歯科技術の実態と現状について」 

 講師 木下歯科医院長 木下桂 氏 

②「災害から何を守るか」 

  ―北河内７市周辺に予想される主な災害― 

 講師 四條畷市防災アドバイザー 村上博 氏 

③「知っておこうＡＤＥの実技指導」 

     四條畷市消防署チーム 



ニコニコ箱メッセージ（敬称略） 

＊来年1月28日I.Mご参集お待ちしております    

                            四條畷RC 

ニコニコ箱 合計 ￥5,000 累計  ￥624,018 ○本日の配布物 

①秋季家族例会請求書（参加会員のみ） 

②ロータリーの友12月号 

③2011～12年度概況報告書 

〇本日の回覧物 

①ガバナー月信１２月号 

②I.M出欠表 

③少年野球ジュニア大会決勝戦・閉会式出欠表 

〇地区行事等出席報告 

12/3 枚方市社会福祉協議会設立60周年式典 粟津 

○地区行事等出席予定 

12/7 日本赤十字社献血功労者・団体表彰式  國田 
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  １２月１２月  祝入会記念日祝入会記念日  
  

藤原和彦 会員（S61年） 

駕田 毅    会員（H４年） 

山口伊太郎会員（H13年） 

初木賢司 会員（H13年） 

おめでとうございます！ 

１２月１２月  祝お誕生日祝お誕生日  
  

小北英夫会員（１日) 

山口尚志会員（３日） 

岩本昌治会員（２０日） 

三村ガバナー補佐とのクラブ協議のお知らせ 
  ■日 時 ２０１１年１２月14日（水） 

         例会終了後～ 

  ■場 所 例会場 

  ■出席者 理事・役員・委員長 

  山口（伊）、北川、初木、小西、三木、高島、岩本 

  畠仲、國田、中野、日野、上山、山中、川島、中谷 

  源本、米田、北村、原田、多田、辻村、山口（尚） 

  原、小林、森、西田、木﨑 

 ＊都合の悪い方は必ず副委員長の代理出席を 

  お願いします。 

第１７９４回家族例会出席報告（１１月３０日） 

総会員数 出席者 出席率 

５６名 ３２名 ６１．１５％ 

第１７9１回 例会補正後 出席率 ６９．９４％ 

   メーク ４名   欠席 15名   除外 7名 

 お客様  犬伏和江様 田村都志様 

       鳥野博子様、モリセユミコ様（もんぺ座4名） 

       田村成明様（四條畷RC）      

 

第５回くずはＲＣ杯枚方少年野球 

ジュニア大会決勝戦・閉会式のご案内 

 

  ・日 時：201１年12月1１日(日)９時３０分～  

  ・場 所：サンヨースポーツセンター 

        生駒市高山町１６６－２ 

        (くろんど池近く) 

        ☎0743-78－1101 

   

クリスマス家族例会のご案内クリスマス家族例会のご案内クリスマス家族例会のご案内   

 

 ☆日   時： 2011年12月17日(土) 

        17:００～受付 1７:３0～開会 

 ☆場  所： 竹茂楼（美濃吉本店） 

         075-771-4185  

 ☆参加費： 会  員  23,000円 

         ご家族  17,000円 

        中学生  10,000円 

        小学生   5,000円（お子様メニュー） 

 ☆締切日：2011年12月７日(水) 


