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2013～14年度 北川会長テーマ 

「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 

『 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１８６９回 例会プログラム 

２０１３年 ７月３日（水）くずはゴルフ場 

●12：30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 
●就任挨拶 

 北川順清 会長 

 小北英夫 副会長 

 日野守之 幹事 

 橘喜久夫 SAA 
●幹事報告 
●委員会報告 
・出席状況報告他 

●その他 
・ニコニコBOX報告 
●１３：３０閉会の点鐘 
●本日の会合 
＜定例理事会及びｸﾗﾌﾞ協議会＞ 
北川、原田、高島、小北、日野 

三木、橘、山口（伊）、嶋田 

米田、木﨑、西田、重田 

林(宏)、上山、岩本、金森 

中野、多田、山本、粟津、田中 

岡山、國田、原、川島、駕田 

おめでとうございます！ 

７月 祝入会記念日 ７月 祝お誕生日 

川島吉博会員（H７年） 

粟津直晶会員（Ｈ18年） 

西田英夫会員（H19年） 

林 宏毅会員（H22年） 

橘喜久夫会員（H22年） 

山本一郎会員（H22年） 

森川正敏会員（H24年） 

森川正敏会員（12日） 

高島叔孝会員（16日） 

畠仲 聡会員（23日） 

國田欣吾会員（23日） 

多田利生会員（27日） 

三木 彰会員（29日） 

森 賢司会員（31日） 

7/10
(水) 

・理事就任挨拶 

 5大奉仕 

 CLP委員会 
 

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 

 

31日 多田会員 

７月度 ３分間スピーチ 

今月の予定 

今日の歌 
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北川順清 会長 

『北川会長就任の挨拶 』 

 

 

 皆様こんにちは!!   

本日より2013年～2014年度の始まりで

あります。高島直前会長はじめ役員の

皆様方一年間たいへん御苦労さまでし

た。くずはロータリークラブも来年度

に創立40周年を迎えます。本年度は40
周年に向けての準備年度として、40年
の節目を繋ぐ大事な年になります。 
 そして、この一年間を以下のように

考え頑張りたいと思っています。 
 毎年、熊平様よりいただきます「抜萃のつづり」に元NHK
アナウンサーであった宮田修氏の随筆より“中今を生きる”

が紹介されていました。NHKアナウンサー退職後に後継者の

いなっかた老神職から後を継いでくれと懇請を受け神主にな

られる際の考え方であります。［“中今”を生きる これは

私が最も素晴らしいと驚いた考え方である。中今とは、遠い

遠い過去から、これから続くであろう未来の“時”の連なり

の中の“今”という意味である。そして“今”を肯定的に捉

える考え方である。］と綴っておられます。 
 私ごとですがロータリークラブに入会して21年目になりま

す。入会以来例会には皆出席することを教えられ、ホームク

ラブ皆出席を目標にしてまいりました。 
 残念ながらホームクラブ皆出席は果たせておりませんが、

お陰さまで20回の皆出席ができました。20年の間に多くの

方々と知り合いになり、色々なことを教えて戴きましたこと

を糧とし、会長職を受け継ぎ、そして次へとリレーする、そ

の中の“今”一年間と考え、精一杯の勤めをすることだと思

います。 
 皆様方の温かいご指導ご鞭撻によりまして、私にとりまし

て素晴らしい一年になりますようお願い申し上げます。 

 



 

小北英夫 副会長 

日野守之 幹事 

橘喜久夫 ＳＡＡ 

副会長就任挨拶 

 

 

 このたび、副会長兼クラブ奉仕委員長を拝命致し

ました小北でございます。このような大役を仰せつ

かるには、まだまだ至らない部分があることはわた

くし自身、感じているところではありますが、会員

の皆様のご助言、ご協力をあおぎ、副会長を務めさ

せていただく事に感謝しながら、北川会長方針を実

践するため邁進してゆく所存でございます。 

 この一年、クラブ会員皆様と共に親睦と友情を深

めながら、クラブの強化に向けて努力を重ねていき

たいと考えておりますので、今まで以上の御指導ご

鞭撻を、心からお願い申し上げ、就任のご挨拶と致

します。 

SAA就任挨拶 

 

 

 本年度、SAAの大役を、仰せつかりまし

た、橘でございます。 

 当クラブに、お世話になって、まだ日も浅

いし経験があまりないものですから、皆さん

のご指導ご協力を、お願いする事が多いと、

思いますが例会プログラムが時間通り進行す

るように、１年間精一杯頑張りますので重ね

て、ご協力宜しくお願いします。 

幹事就任挨拶 

 

 

 本年、北川会長のもと幹事という大変重責

のある役割を賜り、身の引き締まる思いであ

ります。  

 クラブ内では、年数においても経験もまだ

まだ未熟者でありますが、北川会長のもと理

事・役員の皆様の協力や各委員会の支援を通

じ皆様にご理解を得られるよう努力いたしま

す。管理運営に関しましては、北川会長をは

じめ会員の皆様方と共に効率化を図れるよう

検討していきます。 



 

ニコニコ箱 合計 \58,000 累計 ￥1,458,475 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊一年間大変お世話になりました。来年度も宜しく 

 お願い致します。                    今中七郎 

＊一年間会長として会員皆様の協力の下 

  無事終了した喜びに                高島叔孝 

＊高島会長はじめ理事役員皆様一年間ご苦労様でした 

                               中野保博 

＊高島会長一年間お疲れ様でした         嶋田愛親 

＊4役の皆様一年間お疲れ様でした         西田英夫 

＊最終例会を迎えて                  重田惠年 

＊高島会長役員の方々一年間お世話になりました日野守之 

＊皆様には大変お世話になりありがとうございました 

                               小西武夫 

第１８６８回例会出席報告（６月２６日） 

総会員数 出席者 出席率 

５４名 ３３名 ６６．００％ 

第１８６５回 例会補正後 出席率 ８２．６９％ 

   メーク ４名  欠席 １４名   除外 ３名 

お客様 伏見  隆様(中之島)   曽我部律夫様（大手前） 

      木村節三様(大手前)   田中商人様（大手前） 

○本日の配布物 

①7月3日週報 

②ロータリーの友7月号 

③2013-14年度週報ファイル 

④RI会長/ガバナー/ガバナー補佐メッセージ 

⑤2013-14度委員会構成表 

⑥2013-14年度プログラム表 

⑦2013-14年度緊急連絡網 

⑧2013‐14年度例会について 

⑨2012-13年度下期ニコニコ寄付領収書 

○本日の回覧版 

・ガバナー月信7月号 

○地区行事等出席報告 

6/29 第9回地区職業奉仕委員会         國田 

7/2 社会を明るくする運動街頭パレード・式典 

               原田、北川、岩本、高島、初木 

○地区行事等出席予定           

7/6 13-14年度第1回広報委員長会議   山本（一） 

7/9 枚方RC 新年度ご挨拶         北川、日野 

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 

○メークアップ 

 平尾会員 ６/20  交野RC 

○２０１２－１３年度 ホーム皆出席  ４名  

高島叔孝 会員 皆出席 20回／在籍 20年 

上野  徹 会員  皆出席 １３回／在籍 １４年 

畠仲 聡   会員  皆出席  4回／在籍 1６年 

川島吉博  会員  皆出席 10回／在籍１７年    

○２０１２－１３年度 皆出席会員   ２０名 

36回皆出席 今中七郎会員 36/39 

34回皆出席 足立恒雄会員 34/38 

33回皆出席 北村 隆 会員 33/35 

26回皆出席 平尾公介会員 26/26 

         南  武  会員 26/26 

24回皆出席 宮田 明 会員 24/24 

23回皆出席 藤原和彦会員 23/27 

21回皆出席 原田武夫会員 21/23 

20回皆出席 岩本昌治会員 20/22 

         駕田 毅 会員 20/20 

         北川順清会員 20/20 

18回皆出席 山中 卓 会員 18/18 

16回皆出席 山本正夫会員 16/16 

15回皆出席 上山芳次会員 15/15 

13回皆出席 國田欣吾会員 13/14 

11回皆出席 三木 彰 会員 11/12 

        山口伊太郎会員 11/11  

        初木賢司会員  11/11                    

 10回皆出席 山口尚志会員 10/14  

 ２回皆出席 橘喜久夫会員   ２/３         

  

２０１２－１３年度 下期(1月～6月）皆出席 

○ホーム皆出席者（敬称略） 

畠仲 聡、川島吉博、高島叔孝、上野 徹 4名  

○皆出席者（敬省略） 

足立恒雄、藤原和彦、原田武夫、初木賢司 

日野守之、平尾公介、今中七郎、岩本昌治 

駕田 毅、北川順清、北村 隆、小北英夫 

國田欣吾、三木 彰、南  武、 宮田 明 

橘喜久夫、上山芳次、山口伊太郎、山口尚志 

山本正夫、山中 卓  22名 
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