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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１８９３回 例会 

２０１４年１月８日（水）くずはゴルフ場 

おめでとうございます！ 

 

１月 入会記念日 １月 お誕生日 

中野保博会員（S６３年） 

平尾公介会員（S63年） 

稲田義治会員（H24年） 

 

 

宮田  明会員（１０日） 

   山口伊太郎会員（１４日） 

中野保博会員（１９日） 

上野  徹会員（２１日） 

1/14 
(火) 

・ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問 

３クラブ合同例会 

ひらかた仙亭 

1/22 
(水) 

・卓話  

 山中 卓 会員 

・被選理事会 

1/29 
(水) 

・卓話「世界理解月 

 間に因んで」 

 西田英夫委員長 

 

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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「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 

今月の予定 

３分間スピーチ 



●12:30新春祝賀例会 

－乾杯・お食事・歓談－  

●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・ 

    年頭の挨拶 

●幹事報告 
●委員会報告 
 ・出席状況報告 

●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＞ 

 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  

北川順清 会長 

あけましておめでとうございます。 

 新しい年の始まりを、お健やかにお迎えの事とお慶び申し上げ

ます。 

 昨年7月に会長テーマ「自他敬愛」を掲げましてスタートを切り

ましたが、皆様の温かいご支援ご協力のお陰さまで、多くの事業

に取り組む中で“より愛情に満ちた思いやりのある奉仕活動”が

遂行出来た半年であったと自負しております。皆様方にはあらた

めまして心から感謝申し上げます。 

 昨年は、アベノミクス効果もあって経済にも明るい兆しが見え

始め、また2020年東京オリンピックの開催が決定するなど将来に

希望の持てる年ではありました。そして、今年の干支は午であり

天馬の如くさっそうと空を駆け抜けて行くことができる年になり

ますよう願っております。 

 我がクラブにおきましては創立40周年の記念すべき年度になり

ます。40年の節目を繋ぐ大事な年とも申し上げましたが、40周年

事業実行委員会と共に、奉仕の精神を高め、友情を深め、歴史と

伝統を鑑みて、原田号にバトンタッチをするまで、会員が一体と

なり頑張りたいものです。あと６ヶ月ご支援、ご協力をお願い申

し上げます。 

 最後になりましたが、皆様方の事業が益々発展し、ご家族とも

どもご健康で幸多い年となりますよう祈念申し上げ、新年のご挨

拶と致します。 

【北川会長 年頭の挨拶】  

 第１８９３回 例会プログラム 



【12月18日(水)例会】     

＜ガバナー補佐訪問所感＞   

 RI第2660地区IM3組 ガバナー補佐 亀井信昭 様 

○元旦の意義  
 新しい年を祝って行こうとの意味 

○処生の具体的な方法 
 ・1日を楽しむには散髪をしなさい  ・1週間を楽しむには結婚されたい 

 ・1ヶ月を楽しむには馬を飼えばよい ・1年を楽しむには新しい家を建てよ 

○補佐からガバナーへの報告事項 
 ・くずはRC創立40周年へのお祝の辞 

 ・IM3組は11クラブ中5クラブが会員40名超 くずはRCはその１つであること 

 ・柔道、献血、青少年野球への後援、気仙沼への支援(17名現地激励訪問) 
 ・タイ国への支援（識字率向上） 

 ・出席率の向上（若干の反省点はあるものの） 

 ・恩義を感じていくこと（両親・友人を対象） 

 ・もんぺ座支援と観覧 

亀井ガバナー補佐とのクラブ協議会 ＜会長の時間＞ 

 今日は、あいにくの冷たい雨となりました。早いもので今年の例会が今日で終わり、土曜

日のクリスマス家族例会で幕を閉じます。そして、本日は、亀井ガバナー補佐様の3回目

の来訪であります。年を明けまして1月14日福家ガバナー公式訪問に向けまして、ご挨拶

と卓話「RI・地区方針と所感」をお願いしています。例会終了後におきまして亀井補佐を

迎えてのクラブ協議会（クラブ運営に関する意見交換）を開催します。亀井補佐様最後ま

で宜しくお願い致します。 

 報告事項が2点ございます。1つ目は、この間15日の日曜日、第7回くずはロータリー杯

枚方少年野球ジュニア大会決勝戦並びに閉会式が行われました。今年は台風の発生が

大変多く、雨の影響で2週間も遅れ、寒い日となりましたが、素晴らしい決勝戦を展開して

くれました。閉会式では、思わず「感動をありがとう」と叫んでしまいました。結果は（南京都

少年野球連盟）の精華アトムズの優勝・交野レインボーズの準優勝となりましたが、試合は

5回までノーエラーで推移し両チームとも日頃の練習の成果が発揮されました。6回エラー

も出ましたが、ファインプレーでカバーし合い最終回に精華アトムズのサヨナラ勝ちで決し

た素晴らしい決勝戦を紹介しておきます。早速に、枚方少年野球連盟中西理事長様 深

松事務局長様からお礼状が届きました。そして、毎回優勝・準優勝トロフィーとメダルを提

供頂いております、㈱アジア化成工業所 山口伊太郎会員に厚く御礼申し上げます。 

 2つ目は、先週14日土曜日交野ロータリークラブ創立30周年記念式典・祝賀会に北村

会員と出席してまいりました。創立30周年のキーワード 『3つの感謝と1つの希望』を掲げ

られましてこの周年事業に取り組まれましたので、ご紹介します。 

■交野RCが30年間ロータリー活動を出来たのは― 

１．家族、とくに伴侶のお陰と感謝、 ２．いまなお健在のチャターメンバー5名の方々のお

導きのお陰と感謝、 ３．くずはRC・枚方RCをはじめIM第3組ロータリアンの皆様のご友

情、交野の地の皆様のご支援のお陰と感謝  

■交野RCのこれからの弥栄を願い ４．希望の次世代へのバトンタッチ 

亀井信昭ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 

  

 おめでとうございます 

 

  米山奨学会  

  第4回功労者 

   

 原田 武夫 会員 

  

 去る2013年12月14日(土)、太閤園において開催さ

れました交野RC創立30周年記念式典についての報告

が北村隆会員よりありました。 



ニコニコ箱 合計 \25,000 累計 ¥652,775 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊通常例会本年の最後の日です。お世話様に 

 なりました。来る年もよろしく！         山中 卓 

＊欠席のお詫びに                畠仲 聡 

＊クリスマス家族例会欠席のお詫びに    森川正敏 

○本日の配布物 

①1月８日週報 

②13-14年度上期ﾆｺﾆｺ寄付金領収書 

③ロータリーの友1月号 

④13-14年度下期会費請求書 

○本日の回覧版 

①1月例会出席確認表 

②ガバナー月信1月号          

○地区行事出席報告 

12/26 地区災害支援委員会         初木 

○地区行事等出席予定                

1/18 第2回クラブ広報本・次年度委員長会議  

        山本（13-14年度）、原（14-15年度） 

1/30地区災害支援委員会          初木 

2/8第２回クラブ研修ﾘｰﾀﾞｰｾﾐﾅｰ  

2/8第２回国際奉仕本・次年度委員長会議   

       西田（13-14年度）、初木（14-15年度）  

 

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 

 

 

２０１４年１月の 

 ロータリーレート １＄＝１０2円 

 

第１８９１回例会出席報告（１２月１８日） 

総会員数 出席者 出席率 

５４名 ３４名 ７０．８３％ 

第１８８８回 例会補正後 出席率 ６８．００％ 

   メーク ８名  欠席 １６名  除外 ４名 

 お客様 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 亀井信昭様（寝屋川ＲＣ） 

✿今後の行事✿ 

● 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変更   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 

第１８９２回例会出席報告（１２月２１日） 

総会員数 出席者 出席率 

５４名 ３９名 ７８．００％ 

第１８８９回 例会補正後 出席率 ７２．００％ 

   メーク ４名  欠席 １４名  除外 ４名 

        参加ご家族  ５３名 


