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2013～14年度 北川会長テーマ 

『 自 他 敬 愛 』 
 ～より愛情に満ちた思いやりのある奉仕活動を!!～  

第１８９０回 例会プログラム 

２０１３年１２月１１日（水）くずはゴルフ場 
●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 

●ＩＭＰＲ  香里園ＲＣ 

●幹事報告 
●委員会報告 
 ・出席状況報告 

●３分間スピーチ 

   片桐 公秀 会員 

●卓話「雑談雑学･人のふりみて 

   我が社の気づきⅡ」 

   源本 将人 会員 

●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） 

・被選理事会 

 原田、小北、上山、岡山 

 國田、白井、宮田、初木 

 林宏毅、田中、稲田義治 

おめでとうございます！ 

12/18 
(水) 

・亀井Ｇ補佐訪問 

・「訪問所感」 

・ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐との 

 クラブ協議会 

12/ 21 
(土) 
 
 

・ｸﾘｽﾏｽ家族例会 

於：ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ 

 大阪 

17時～20時20分 

12/25 
(水) 

→21日(土)に変更 

1/8 ― 

14日 Ｇ公式訪問 

22日 多田利生会員 

29日 高島叔孝会員 

今日の歌 
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「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 

今月の予定 

３分間スピーチ 

入会祝 藤原和彦 会員      入会祝 駕田 毅 会員     入会祝 初木賢司 会員 

入会祝 山口伊太郎 会員    誕生日祝 小北英夫 副会長  誕生日祝 岩本昌治 会員 

誕生日祝 山口尚志 会員 



  北川 順清 会長 

 本日は、クラブ全員協議会によります「年次総会」を開催致します。これにより

来年度の新しい役員が選出されますと、40周年記念実行委員会と共に半年間

の重複期間を持ち、私どもの全任務を果たしましての引継ぎをしたいと、あらた

めて思う次第です。 

 今月（12月）は家族月間でありますので、重田親睦委員長から卓話をお願い

致します。又、家族月間を祝い、今年一年の締めくくりとして21日（土）クリスマ

ス家族例会を開催されます。私も待ちに待った家族例会であります、親睦委員

会の皆様には宜しくお願いを致します。 

 先月には2660地区ガバナー・ノミニーに大阪RC会員、立野純三氏が指名さ

れたと報告致しましたが、IM3組の次年度ガバナー補佐・エレクトに大東中央

RC会員の岩本静江様が指名されましたので、あわせてご報告致します。 

 このように次年度に向けての動きもありますが、今後の行事のお知らせを週

報に記載しております。 

 ♢14日．交野RC創立30周年記念式典 

 ♢18日．亀井ガバナー補佐訪問  

 ♢21日．クリスマス家族例会 

 年が明けまして、新年祝賀例会．福家ガバナー公式訪問．IM．地区大会と

続いてきますので、気を抜くことなく努めてまいります。皆様方には、ご協力い

ただきますよう重ねてお願い致します。 

【会長の時間】 

    ✿今後の行事をお知らせします✿ 

●１２月１５日（日）第7回くずはＲＣ杯枚方少年野球ｼﾞｭﾆｱ大会決勝戦・閉会式10時 於：ｻﾝﾖｰｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ(生駒) 

●１２月１８日（水）亀井ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問 於：くずはゴルフ場 12:40～ 例会後クラブ協議会            

●１２月２１日（土）クリスマス家族例会   於：リーガロイヤルホテル大阪 17:00～20:20 

 

● １月 ８日（水）新年祝賀例会      於：くずはゴルフ場 12:30～13:30（例会場にて食事） 

● １月１４日（火）福家ガバナー公式訪問３クラブ合同例会 於： ひらかた仙亭12:30～13:30 

 （今年度は枚方RCがホストなので例会は火曜日になります。1/15（水）→1/14（火） 

● １月２５日（土）I.M ｲﾝﾀｰｼﾃｨﾐｰﾃｨﾝｸﾞ  於：アルカスホール（京阪寝屋川市駅より徒歩3分）13:30～ 

● ２月２１日（金）地区大会合同研修会   於：大阪国際会議場 

   ２月２２日（土）移動例会 時間未定   於：中華料理 皇家龍鳳（ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ大阪１５F） 

            地区大会本会議       於：大阪国際会議場  13:00～15:30 



  PHF 西田英夫 会員               ノーアウトで5点獲得、守備の確実性などから 

                                  連続優勝が期待されます 

                                  祝勝会は12月18日18時～ 於：ｱﾜｰｽﾞｷｯﾁﾝ    
 

 岩本昌治指名委員長 苦言を呈する！ 

 ４０周年の年は盛り上がると思うが前後が大切。北川丸後半（６カ月）と 

小北丸出発年度に会員が自分なりにステージを上げて頑張って下さい。 

卓話「親睦月間に因んで」重田 惠年 親睦委員長 

クラブ全員協議会・年次総会開催 

『 2014～15年度理事・役員並びに2015～16年度会長決定 』 

   会   長   原田 武夫 会員    

   直前会長   北川 順清 会員 

   会長ノミニー 小北 英夫 会員 

   副 会  長   上山 芳次 会員 

   幹   事   岡山 量正 会員 

   会   計   國田 欣吾 会員 

   Ｓ  Ａ   Ａ    白井 博巳 会員 

   理   事   宮田   明 会員 

   理   事   初木 賢司 会員  

   理   事   林   宏毅 会員 

   理   事    田中 一眞 会員   

   理   事   稲田 義治 会員 

○家族構成からみた減少傾向 

○子育て費用 

○晩婚 

○シングルマザー 

○夫婦別姓 

3分間スピーチ      初木 賢司 会員 

○自転車の通行（右側不可） 

○七五三参り初歩参り 

 老人としては心付の準備、袋入れを心がけた方が良いのではないか 

○職業奉仕からみた墓石販売と参詣者の心構え 

おめでとうございます！ 
    ロータリー財団表彰                  第25回2660地区ガバナー杯争奪軟式野球大会 

  岩本昌治 委員長 

  重田惠年 委員長 

 

  初木賢司 会員 



ニコニコ箱 合計 \88,000 累計 ¥612,775 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊２人目の孫が生まれた喜びに        初木賢司 

＊会員の皆様にお会いできて         片桐公秀 

＊前回欠席のお詫びに             嶋田愛親 

＊入会祝いのお礼に             山口伊太郎

＊入会記念品を頂いて！            駕田 毅 

＊本年度初めてのくずはＲＣゴルフ同好会にて 

 優勝させて頂いた喜びに           高島叔孝 

＊野球大会優勝を祝して            三木 彰 

＊入会記念品を頂いて             藤原和彦 

＊総会で次年度会長・副会長・理事の皆様が 

 承認頂いた喜びに               日野守之 

＊小北英夫さん山口尚志さんと同じ月に生まれた 

 喜びに感謝し自祝(22年目に初めて気がつきました) 

                            岩本昌治 

＊ｶﾞﾊﾞﾅｰ杯野球大会くずは優勝！      木﨑信也 

＊先週例会時体調不良で皆様方に大変  

 お世話になり有難く感謝しています     今中七郎 

○本日の配布物 

①1２月１１日週報 

②地区大会 

○本日の回覧版 

①1月例会出席確認表 

②IM出欠確認表                

○地区行事等出席予定                

12/14 交野RC30周年記念式典   北川、北村 

12/26 地区災害支援委員会         初木 

1/18 第2回クラブ広報委員長会議  

           13-14年度、14-15年度委員長 

○メークアップ 

11/12七ツ星歩く会 

 北川、今中、岩本、上山、上野、中谷 

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/ 
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２０１３年１２月の 

 ロータリーレート １＄＝１００円 

 

第１８８９回例会出席報告（１２月４日） 

総会員数 出席者 出席率 

５４名 ３２名 ６５．３１％ 

第１８８６回 例会補正後 出席率 ７０．５９％ 

   メーク ６名  欠席 １５名  除外 ３名 

 
  

美空 ひばり（1937-1989） 

 

 

 

 

 

昭和の歌姫美空ひばり。生まれた横浜市日

野にお墓が建てられている。今も熱狂的な

ファンがおり、毎日のようにお墓参りに来て

いる。亡くなったのは平成元年で、もう四半

世紀が経過した。今考えれば、裕次郎は53

歳で亡くなり、ひばりは52歳で亡くなった。最

後のコンサートになった東京ドームは語り草

になっている。 

 広報委員長ヤマモトの世界話シリーズ その１７ 


