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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１８７１回 例会プログラム 

２０１３年７月１７日（水）ひらかた仙亭 

●１２：３０開会点鐘 
●友情と親睦の握手 
●ロータリーソング 
「我等の生業」 
●お客様紹介 

 ―お食事― 

●会長の時間 

●ご挨拶 枚方RC 
●入会式  

●幹事報告 
●委員会報告 
・出席状況報告他 

●クラブ全員協議会 

 2012-13年度決算報告 

  前年度事業報告 

  前年度収支報告 

  会計監査報告 

 2013-14年度予算報告 

  事業計画発表 

  収支予算報告 

●その他 
・ニコニコBOX報告 
●１３：３０閉会の点鐘 
  

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 

8/7 
(水) 

・卓話  粟津会員 

・定例理事会 

31日  源本会員 

8/7日  西田会員 

21日  嶋田会員 

28日  中谷会員 

今月の予定 

今日の歌 
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7･8月度3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

  「我等の生業」 

 

我等の生業 

さまざまなれど 

 集いて図る心は一つ 

求むるところは 

平和親睦 

（やわらぎむつび） 

力むるところは向上奉仕 

おおロータリーアン  

 我等の集い 

会員の皆様 こんにちは！ 

 

 ２０１３－２０１４年度が始まり3回目の例会となりました。 

本年度は、皆様にご案内通り１００万＄ランチを１２回予定しておりま

す。その内容におきましては会員の皆様から不平・不満がでないよう、

飽きる事のないようランチメニューに趣向を凝らしました。 

 先週、本年度初の１００万＄ランチＭが会員の皆様に披露され大変好

評を頂きました。残すところ１１回の１００万＄となっておりますが、次回

はランチＣ、その次はランチＤとそれぞれを順番に出していきますので、

何が出るか楽しみにお待ちください。季節によって、Ｃ，Ｄ，Ｍの内容が

変わりますので併せてお楽しみに！！ 

先週の例会100万ドルランチMはざるそばセット、ざるうどんｾセット、冷麺でした！ 



  北川会長 

佐藤交野RC会長(左) 

   毎年恒例であります親クラブの枚方、子クラブのくずは、孫

クラブの交野、お互いの表敬訪問の時期であります。昨日は

親クラブの枚方へ日野幹事と伺いご挨拶をしてまいりました。 

 本日は子クラブであります交野から佐藤義也会長と森脇嘉

三幹事様においで戴いています。交野ロータリークラブは

1984年に我がクラブがスポンサークラブとして創立され30周

年の記念すべき年であり、着々と準備をされているとお聞きし

ました。後ほど佐藤会長様にご挨拶を戴きます。 

 また、我がクラブも来年創立40周年でありますが、先週の理

事会に南準備委員長さんより、実行委員会の組織を提示さ

れ満場一致で承認しました。近じか皆さんへご報告されると

思います。 

 第１回目の会長の時間であります。毎回の例会時に会長に

だけ許される、与えられる時間でありますが、四十数回皆様

の前で如何に本年度のカラーが出せるか、情報の伝達が出

来ますか、不安と緊張でいっぱいであります。長中場でありま

すが、この緊張だけは大事にしまして最後まで勤めたいと思

います。先週は就任挨拶と会長方針としまして、初心をお話

致しました。今日は五大奉仕・CLPの各委員長の就任挨拶を

いただきますのでこれを以て会長の時間とします。 

交野クラブは親クラブのくずはクラブと枚方クラブの

お力を頂き、お蔭をもって30周年記念日を迎えることと

なりました。これも偏に貴クラブのお力を頂いた賜物と

感謝しております。当方では５人のチャーターメンバー

を中心に記念事業を検討しておりますが差し当っては「

星のブランコ」広場に「桜」と「紅葉」を各５０本植樹

することとしております。この他、地域に貢献するよう

種々努めていきたいと思っておりますので、何卒よろし

く、引き続いてのご支援ご協力をお願い申しあげます。 

【ご挨拶】 交野RC会長 佐藤義也様 

【会長の時間】 

森脇交野RC幹事(右) 



特別名誉実行委員長 

今 中 

実行委員長 

中 野 

副実行委員長 

山口尚志 

事務局長 

國田 
 

事務局次長 

多田・川島 

式典・祝賀会委員長 

畠仲 

東北支援事業委員長 

國田 
記念誌制作委員長 

岡山 

ﾓﾆｭﾒﾝﾄ制作事業委員長 

初木 

奉仕活動奨励事業委員長 

源本 

特別名誉実行委員長補佐 

北村 

参与 宮田 30周年・実行委員長 

     山中 35周年・実行委員長 

     小北副会長 

 

歴代会長 

 

 

原田会長ｴﾚｸﾄ 

北川会長 

小北副会長 

日野幹事 

ク ラ ブ 事 務 局 

会  計 宮田 

会計監査 小北 

周年記念事業統括部局 
 

 ・統括部門・総務部門 

 ・議事録部門 

 ・予算編成、決算報告(会計連動) 

 ・渉外部門 必要に応じ設営部門 

 ・スケジュール管理部門 

 ・周年事業全般の広報部門 

 ・その他 

くずはロータリークラブ創立４０周年記念事業 実行委員会組織 

  

 

 株式会社西鶴 山本一郎です。 

今回の紹介は、私の大好きなスター、チャールズチャップリンです。 

 チャップリンは私が小学５年の頃他界し、晩年余生を暮らしたスイスの地で永遠

の眠りにつきました。 

 チャップリンのお墓は、閑静な住宅地にあり、アル

プスの山が見える地に奥様と共に眠っています。多

くのファンが訪れ、タクシーの運転手も直ぐに現地に

案内してくださいました。 

 お墓の上にはチャップリンの写真がおかれ、ほのぼのとした気持ちになり

ました。改めて生きているときのチャップリンには会えなかったですが、こうし

てお墓では対面でき、とても幸せな気分になりました。 

記念誌の作成事業 
 

地域ボランティア等

個人並びに奉仕団

体の奨励に関する

企画運営 

2014.11.15 記念式

典並びに祝賀会の

企画運営 

東北支援特別事

業全般、企画運営 
 

(長尾駅前)・くずは駅

前記念モニュメント制

作事業、全般 
 

 

 

 広報委員長ヤマモトの世界話シリーズ その1 



ニコニコ箱 合計 \13,000 累計 ￥196,775 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊次女がカナダ留学で頑張っている喜びに  

                         木﨑信也 

＊新年度のご挨拶に             交野RC  

第１８７０回例会出席報告（７月１０日） 

総会員数 出席者 出席率 

５２名 35名 70.00％ 

第１８６７回 例会補正後 出席率 ７５．００％ 

   メーク ５名  欠席 １３名   除外 ２名 

 お客様  佐藤 義也 様 （交野RC） 

         森脇 嘉三 様 (交野RC）  

○本日の配布物 

①7月17日週報 

②2012-13年度クラブ全員協議会報告書 

③2013-14年度予算書 

○本日の回覧版 

・7月度例会出欠表 

○地区行事等出席報告 

7/11交野RC 新年度ご挨拶        北川、日野 

○地区行事等出席予定           

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                     森川           

8/10社会奉仕委員長会議   

９/７職業奉仕委員会正副委員長会議     

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/ 

 
 

    国際ロータリー 第2660地区 
   創立：1974年5月30日 承認：1974年6月25日 
        クラブ名称変更承認：2005年6月  6日 
         会   長  北川 順清    
         広報委員長  山本 一郎 
 

KUZUHA ROTARY CLUB 発 行 

 

 

２０１３年７月の 

 ロータリーレート １＄＝９９円 

 

 7月10日例会 お客様 

 森脇嘉三様      佐藤義也様    

（交野RC幹事） （交野RC会長） 

＜お知らせ＞ 

第15回枚方市民チャリティゴルフ大会 

2013年9月2日(月)開催 

ご参加よろしくお願いします！ 


