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2013～14年度 北川会長テーマ 

「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 

『 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１８７０回 例会プログラム 

２０１３年 ７月１０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 

●ご挨拶 交野RC 
●幹事報告 
●委員会報告 
・出席状況報告他 
●理事就任挨拶 

  米田勉 理事 

  嶋田愛親理事 

  西田英夫理事 

   木﨑信也理事  

   山口伊太郎理事 

●その他 
・ニコニコBOX報告 
●１３：３０閉会の点鐘 
●本日の会合 
＜歴代会長会議＞ 

 （敬称略） 

 今中、足立、北村、平尾 

 藤原、金森、南、山中 

 宮田、駕田、岩本、山口伊 

 高島 

7/17 
(水) 
仙亭 
12:30 

・ｸﾗﾌﾞ全員協議会 

 決算・予算審議 

 

7/24 
(水) 

・ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問 

 

7/31
(水) 

・卓話 

「会員増強に因んで」 

 多田委員長 

31日 源本会員 

７月度 ３分間スピーチ 

今月の予定 

今日の歌 
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入会祝 橘喜久夫 会員     入会祝 林宏毅 会員     入会祝 川島吉博 会員  

入会祝 粟津直晶 会員    誕生祝 高島叔孝 会員    誕生・入会祝 森川正敏会員 

誕生祝 三木彰 会員    誕生祝 畠仲聡会員    誕生祝 國田欣吾会員  

おめでとうございます！ 



 
米田 勉 理事就任挨拶(職業奉仕委員長) 

 

 

本年度、職業奉仕委員長をさせていただきま

す米田でございます。 
ロータリーを樹に例えるなら、職業奉仕はそ

の樹の幹にあたると地区委員会では述べられて

います。   

また、本年は、職業奉仕を実践に移していく

事を目標とされているので、職場体験や出前授

業をさらに推し進めていきたいと思っておりま

す。皆様のご指導を賜りますように宜しくお願

いします。 

米田 勉 理事 

嶋田 愛親 理事 

嶋田 愛親 理事就任挨拶(社会奉仕委員長) 

 
  本年度、社会奉仕委員長をさせていただきます何

分不慣れの為、皆様がたのご指導ご協力をよろしく

お願い申し上げます。 

 基本的には、東日本大震災の復興支援活動の継

続事業など、従来からの事業を中心とした活動を展

開する予定でございます。できれば、何らかの形で

広く地域でくずはロータリークラブの活動を理解し

て、感謝されるよう、最大限の努力を致します。 

 計画 

１ 枚方フェスティバル協議会 

２ わらしべ学園（一人当たり１, 000円） 

３ 社会を明るくする運動 

４ 献血キャンペーン 

５ 枚方社会福祉協議会 

６ 枚方交野交通安全協会 

７ もんぺ座  等々 その他有益事業  

 会員各位の友情ある御協力を重ねてお願い申し上

げます。 



 

木﨑 信也 理事 

山口 伊太郎 理事 

木﨑 信也 理事就任挨拶(新世代奉仕委員長) 

 

 本年度、新世代奉仕委員長を仰せつかりました木崎信也でご

ざいます。新世代奉仕部門の土台となる考え方に、「すべての

ロータリアンには若い人々が抱えるさまざまなニーズを認識し彼ら

の人間的、職業的成長を支援する」とあります。これを実行すべき

本年度スローガン「自他敬愛～より愛情に満ちた思いやりのある

奉仕活動を～」の下、野球・柔道を通して新しい時代を築き創りあ

げていく未来の担い手にふさわしい人として、子供達が成長する

事を目的として青少年育成事業を行ってまいります。どうぞ、よろ

しくご指導ご教示のほどお願い申し上げます。 

山口伊太郎 理事就任挨拶(CLP委員長) 

 

 本年度、北川会長のもと、ＣＬＰ理事を仰せつかる事とな

りました。勉強しながらの一年になると思いますが、宜しく

お願い致します。 

 身体の丈夫さが唯一の取り得です。動きますので、何なり

とお申し付け下さい。動きます！！ 

 この一年北川会長方針完現に向け、スピード感を以って頑

張りたいと思います。皆様の暖かいご支援、ご指導をお願い

して、就任の挨拶とさせていただきます。 

西田 英夫 理事就任挨拶(国際奉仕委員長) 

 

地球規模のグローバル化が急速に進むなか、かつて後進国あ

るいは発展途上国と言われた東南アジア諸国も、今では新興国と

呼ばれるようになり、かつての“貧しい国”とのイメージから経済発

展が著しく“年々豊かになる国”へ変貌を遂げています。 

しかし都市部を中心に、豊かさを享受している人々がいる中で、

特に地方の農村部や少数民族は、十分な教育の機会を得ること

ができないまま大人になり、貧困から抜け出せない人たちが沢山

いることも事実です。 

当クラブに於いても2011年3月にNPO法人タイ国学生日本語教

育環境支援プロジェクト【JALET】の理事長で、現在チェンライRC

の会長でもある原田義之様が、くずはRCのゲスト卓話者として初

めて当クラブに来ていただきました。 

以来、毎年1回の卓話とアカ族への支援金提供を現在まで続け

て来ました。 

今年度は過去からの支援の継続と、更なる支援ができる環境が

クラブとして出来る目途がついた暁には、もう一歩踏み込んだこと

が出来ないか？検討して行こうと考えております。 

西田 英夫 理事 



 

ニコニコ箱 合計 \183,775 累計 ￥183,775 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊新年度初例会に出席できたよろこびに      畠仲 聡 

＊今年もよろしく                     今中七郎 

＊誕生日祝いをいただいてありがとうございます   三木 彰 

＊北川会長を祝ってまた誕生日祝の御礼に    森川正敏 

＊初例会を迎えてのよろこびに！           中野保博 

＊北川会長の船出を祝って              原田武夫 

＊初例会を迎えて                    重田惠年 

＊今年度もよろしくお願いいたします         白井博巳 

＊～より愛情に満ちた思いやりのある奉仕活動～ 

  がスタートした喜びに                木﨑信也 

＊新年度に向けて頑張って下さい！         國田欣吾 

＊欠席ばかりですみません               中谷賀久 

＊北川執行部の発足に当たり１年間よろしく！   金森市造 

＊新年度に向けて                    米田 勉 

＊新年度にあたり                    足立恒雄 

＊新しい年度の例会を迎えての喜びに               高島叔孝 

＊初例会によせて                    平尾公介 

＊今年も皆出席を目指して頑張ります        藤原和彦 

＊北川会長、小北副会長、日野幹事、橘SAA 

  １年間よろしくお願いします              川島吉博 

＊おめでとうございます                 粟津直晶 

＊１年間よろしくお願いします             北川順清 

＊新年度例会を祝って１年間よろしくお願いします小北英夫 

＊北川丸の船出を祝って                初木賢司 

＊思いやりのある奉仕活動を目指していきます  小林正彦 

＊新年度を祝して                    林 宏毅 

＊年度第1回目の例会を祝して            山中 卓 

＊初例会無事終わりましたご協力ありがとうございました 

                               橘喜久夫  

第１８６９回例会出席報告（７月３日） 

総会員数 出席者 出席率 

５２名 ４２名 ８４．００％ 

第１８６６回 例会補正後 出席率 74.00％ 

   メーク ５名  欠席 １４名   除外 ３名 

○本日の配布物 

①7月3日週報 

②地区大会報告書 

○本日の回覧版 

①7月17日移動例会出欠表 

② 

○地区行事等出席報告 

7/6 13-14年度第1回広報委員長会議 中村 

7/9 枚方RC 新年度ご挨拶      北川、日野 

○地区行事等出席予定           

7/11交野RC 新年度ご挨拶        北川、日野 

7/20合同地区委員会           初木、國田 

7/27米山奨学委員長会議及びカウンセラー研修会 

                             原 

8/3 国際奉仕委員長会議             

8/10社会奉仕委員長会議   

 

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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KUZUHA ROTARY CLUB 発 行 

第1回定例理事会報告 
 

■審議 

①2013-14年度上期会費の件     承認 

②2013-14年度予算の件       承認 

③少年野球大会運営費拠出の件   承認 

④新会員の件 

 2名推薦             承認 

⑤東北支援活動の件   

 支援訪問(秋予定)後日案内予定   承認 

■追認 

①40周年実行委員会組組織の件   承認 

 

 

２０１３年７月の 

 ロータリーレート １＄＝９９円 

 


