
本日の歌 

 
 

 

  発行日：2014.11.12  第 18号 

 

KUZUHA ROTARY CLUB   KUZUHA ROTARY CLUB   KUZUHA ROTARY CLUB   Weekly Club BulletinWeekly Club BulletinWeekly Club Bulletin 

第１９３３回 例会  
２０１４年１１月１２日（水）プログラム 

2014～15年度 クラブテーマ 

『和を以て貴しとなす  』 

今後の予定  

１１月１５日（土） 

・創立40周年式典・祝賀会 

 

１１月１９日（水） 

  ⇒15日（土）変更  

 

１１月２５日（火） 

 第２回指名委員会 

  

１１月26日（水） 

・外部卓話 

●12:30 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 

●お食事・歓談 

●会長の時間 

●幹事報告 

●委員会報告 

 ・出席状況報告ほか 

「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 

おめでとうございます！ 

３分間スピーチ 

11月26日駕田 毅 会員 

12月  3日田中一眞会員 

●３分間スピーチ 

 宮田 明 会員   

●卓話「財団月間に因んで」 

  山口尚志 委員長 

●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） 

＜式典祝賀会最終打合わせ＞ 

中野 宮田 山中 小北 山口  

國田 北川 原田 日野 岡山 

源本 畠仲 初木 多田 川島  

稲田 橘      

    原田武夫会長         高島叔孝会員          北川順清会員 

   岩本昌治会員          畠仲 聡会員         岡山量正会員 

    田中一眞会員              11月お誕生日祝 平尾公介会員    

  11月入会記念日祝 



 

【会長の時間】 
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  原田 武夫 会長  

●１２月５日（金） 第１日目 

 ｼｪﾗﾄﾝ都ﾎﾃﾙ大阪 

 14:00～開会式   

 15:20～分科会○会長･研修ﾘｰﾀﾞｰ部門 

        ○一般奉仕部門 

        ○新入会員部門 

 18:00～RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 

RI2660地区 2014-15年度 地区大会 
 

 

 
●１２月６日（土）第２日目 

 ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾎｰﾙ 

 13:20～本会議 

 15:30～特別公演歌談 

    「闌(TAKENOWA)の会」 

      主演 小椋圭 

 

 

 皆さん、こんにちは。 

秋も深まり朝夕冷え込みも増してまいりました。お身体をご留意下さい。 

 

今日は、記念事業について、少しお話しをさせていただきます。 

 

１つ目は、東北支援に気仙沼ＲＣ、気仙沼南ＲＣを通じて、総額３００万円を当てる。 

遅れておりました気仙沼南ＲＣから支援の内容が決まったとの事、 

気仙沼市立小学校放課後の留守家庭児童の学習や遊びを見守る「学童保育」を 

七校が実施されており、その学童保育所に什器備品の購入に当てるとの事です。 

 

２つ目は、時計台の寄贈 

 

３つ目が、地元のボランティア活動をしております個人及び団体の表彰 

 

４つ目が、わらしべ会への発電機の寄贈 

 

残り 式典と記念誌制作です。 

 

ご苦労をおかけしますが、最後までよろしくお願いします。 

 

今日リハーサルが有ります。 

山口尚志実行副委員長よろしくお願いします。 

 

以上で会長の時間を終わります。 

      会員増強表彰 

ＲＩより國田欣吾会員に記念のﾊﾞｯｼﾞﾞが贈呈されました 
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＜式   典＞ 

1 開会宣言 

2 国家斉唱  

3 Ｒソング・奉仕の理想  

4 物故会員追悼  

5 原田会長挨拶  

6 今中周年記念事業 特別名誉実行委員長挨拶 

7 来賓紹介  

8 来賓挨拶 竹内枚方市長  

9 来賓挨拶 北本商工会議所会頭 

10 ＲＩ地区役員紹介 

11 出席ＲＣ紹介 

12 地区ガバナー挨拶 

13 祝電披露  

14 クラブ歴代会長紹介  

15 北村歴代会長・代表挨拶  

16 周年記念事業報告及び贈呈式 

17 枚方市より「感謝状」贈呈  

18 奉仕活動奨励事業 

19 気仙沼  ＲＣ 復興支援事業贈呈式  

20 気仙沼南ＲＣ  同 上  

21 周年記念事業実行委 中野実行委員長挨拶  

22 閉会宣言  

 記念写真撮影 移動  

＜祝 賀 会＞  

1 開会 

2 開宴の挨拶 

3 来賓挨拶[ガバナー補佐]  

4 スポンサークラブ祝辞 

5 スポンサークラブ感謝状・記念品贈呈  

6 乾 杯 [交野RC会長]  

7 食事と歓談    

8 スライドによる、くずはRCの歴史と事業  

9 お祝いのスピーチ＆復興状況 気仙沼南RC会長  

10  同上            気仙沼RC会長  

11 万歳三唱[岡山幹事]  

12 手に手つないで  

13 閉宴の挨拶[北川直前会長]  

 散会 14:45 

 

【創立４０周年記念式典 リハーサル】 

 

 ＜確認事項＞ 

①ﾄﾞﾚｽｺｰﾄﾞ 

 略礼服、ﾈｸﾀｲ・ﾁｰﾌ指定（今年度の入会記念 

 日祝品 全員配布済）、ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞｯｼﾞ 

②集合 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ大阪２Ｆ｢山楽の間｣ 

  ・実行委員会役員打合せ 8:00！ 

 ・親睦委員・式典委員会ﾒﾝﾊﾞｰは9:00！ 

 ・会長、実行委員長、歴代会長をはじめ 

  全ﾒﾝﾊﾞｰ集合時間は9:40！ 

山口尚志  副実行委員長 

畠仲 聡  式典祝賀会委員長 

司会担当 稲田義治 会員 
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＊                            平尾公介 

○本日の配布物 

①11月１２日週報 

②卓話資料（財団） 

○本日の回覧物 

・2014春のライラ報告書 

○地区行事等出席予定（敬称略） 

12/5地区大会1日目開会式・分科会 原田、金森 

     〃     ＲＩ会長代理晩餐会 原田、白井 

12/6地区大会2日目本会議         全会員 

12/18地区災害支援委員会          初木 

 

 

第１９３２回例会出席報告（１１月５日） 

総会員数 出席者 出席率 

５２名 ３６ ７６．６０％ 

第１９２９回 例会補正後 出席率  ７７．０８％ 

   メーク  ７名  欠席  １１名   除外  ４名 

 

１１月ロータリーレート  

１＄＝１０６円 

    原  広報委員長の弁護士的つぶやき ⑦「」 

  

   クリスマス大家族例会のご案内 

 

     2014年12月20日（土）17:00～20:30 

リーガロイヤルホテル大阪 

 
 

 今年のクリスマス家族会は家族との想い出が一層深まる内

容のサンドアートやゴスペルできっと涙する事でしょう。 

今までにない「くずはﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ大家族」で例会・懇親会を開催

します！皆様のご参加、心よりお待ちしております！ 

 

               親睦委員会一同 


