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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１２日（水） 

・「ﾛｰﾀﾘｰ財団月間に因んで」 

 山口尚志 委員長 

 

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26日（水） 

・外部卓話 

 

 

●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 

●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 

「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 

おめでとうございます！ 

11月入会記念日 

 原田武夫会長（Ｈ２年） 

 岩本昌治会員（Ｈ３年） 

 北川順清会員（Ｈ４年） 

 高島叔孝会員（Ｈ４年） 

 今西義人会員（Ｈ７年） 

 畠仲 聡会員（Ｈ８年） 

 岡山量正会員（Ｈ８年） 

 若林尚史会員（Ｈ８年） 

 田中一眞会員（Ｈ22年） 

11月お誕生日 

 平尾公介会員（25日） 

 中谷賀久会員（26日） 

３分間スピーチ 

11月12日宮田 明 会員 

11月26日駕田 毅 会員 

●４０周年リハーサル   

●その他   

 ・ﾆｺﾆｺBOX報告 

●13:30 閉会の点鐘 

●本日の会合 

＜第5回定例理事会＞ 

(敬称略) 

原田、小北、北川、上山、岡山 

國田、白井、宮田、初木、 

林宏毅、田中、稲田、源本、米田 
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 ●開式の挨拶 

 ●会長挨拶              会長 原田 武夫       

 ●来賓紹介                  枚方市長    竹内  脩 様 

                   枚方市土木部 部長     小山  隆 様 

        樟葉校区コミュニティ協議会 会長  森本万治郎様 

       京阪電気鉄道(株)アセット事業部部長  河辺正人様 

 ●来賓祝辞            枚方市長 竹内   脩 様    

 ●時計台除幕 

 ●閉式の挨拶 

 

 
 

  環境に優しい 
 電波時計を寄贈 

                    36名の会員が出席                                  祝辞 竹内市長              挨拶 原田会長              

【原田会長挨拶】 

只今、ご紹介いただきました会長の原田武夫です。一言ご挨拶を申し上げます。 

本日は、枚方市長竹内脩様はじめ、御来賓の方々にはお忙しい中、除幕式にご臨席いただきまして、誠に

ありがとうございます。くずはロータリークラブは今年で創立４０周年を迎えました。先人の幾多の功績を

讃え、更なる躍進を期して、４０周年記念事業を企画いたしました。その一環として、モニュメントの設置

を全員一致で決めました。ここ、くずは駅前広場に時計台を贈呈する運びとなり、本日の佳き日に多くのご

出席者の前で除幕する事になり、感激ひとしおでございます。 

私達くずはロータリアンは「友情と奉仕の精神」を貫き活動を続けて行きます。市民の皆様方にくずは

ロータリークラブの存在をアピールし、市民の皆様の生活にお役に立ち、喜んでいただけるものをと心を込

めて、この時計台を寄贈するわけです。地元くずはに拠点を持ち、「奉仕・感謝・思いやり」の心を持っ

て、ロータリー活動に徹します。ご理解、暖かいご支援、厳しいご指導をお願い申し上げ、皆々様の益々の

ご健勝、ご多幸をお祈りいたし、ご挨拶といたします。 
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樟葉駅前時計台除幕式例会 【二部】 例会 １２：４０～ くずはゴルフ場３Ｆ 

 

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 

   創立40周年記念式典・祝賀会 

2014年11月15日（土） 

リーガロイヤルホテル大阪 

２階 山楽の間 

 

○式 典 11:00 ～ 12:40 

○祝賀会 13:00 ～ 14:25 

 

    ※今年度の入会記念日祝品(ﾈｸﾀｲ・ﾁｰﾌ)を着用 

 

  ●開会点鐘          会長 原田 武夫     

 ●友情と親睦の握手 

 ●国歌斉唱 

 ●ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ「奉仕の理想」 

 ●お客様紹介 

 ●実行委員長挨拶    実行委員長 中野 保博 

 ●乾杯     特別名誉実行委員長 今中 七郎 

  ― 食事と歓談 ― 

 ●幹事報告 

 ●委員会報告 出席状況報告ほか 

 ●ご挨拶         枚方市長 竹内   脩 様 

 ●謝辞      ﾓﾆｭﾒﾝﾄ事業委員長 初木 賢司 

 ●閉会点鐘           会長 原田 武夫 

 

    ご挨拶 竹内市長         乾杯の発声 今中会員   

 

  挨拶 中野実行委員長           謝辞 初木委員長 

           竹内市長へ記念品の贈呈                                      樟葉校区ｺﾐｭﾆﾃｨ協議会会長  森本様へ記念品の贈呈                   



〒573-1121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: info@kuzuha-rc.jp 

URL:http://www.kuzuha-rc.jp/ 
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ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊40周年を迎え益々の発展、皆様方の健康を祈ります 

                               今中七郎 

＊樟葉駅前時計台、無事に除幕式を終えたよろこびに 

                               中野保博 

＊時計台の除幕が無事に終わったよろこびに  初木賢司 

＊時計台の完成を祝って               橘喜久夫 

＊くずはロータリー40周年おめでとうございます 

 今後の益々のご発展をお祈り致します   森本万治郎様 

○本日の配布物 

①11月5日週報 

②ロータリーの友１１月号 

○本日の回覧物 

①ガバナー月信11月号 

②13-14年度ガバナー月信最終号 

○地区行事等出席報告（敬称略） 

11/1地区財団委員長会議            原 

○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１９３１回例会出席報告（１０月２９日） 

総会員数 出席者 出席率 

５２名 ３６名 ７３．４７％ 

お客様 枚方市長            竹内  脩    様 

    樟葉校区ｺﾐｭﾆﾃｨ協議会会長 森本万治郎様 
（除幕式のみ） 

     枚方市土木部長        小山  隆   様 

     京阪電鉄㈱アセット事業部部長 河辺正人  様 

第１９２８回 例会補正後 出席率  ７８．７２％ 

   メーク  ４名  欠席  １０名   除外  ５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 ⑥「動物の死体を捨てるのは重罪です」 

 栃木県宇都宮市の鬼怒川河川敷で、10月31日、約40匹の犬が川岸や草むらで死んでいるのが見つかったとの

ニュースが報道されました。一部の犬はペット用の服を身に着けていたようで、警察は、何者かが死骸を捨てたとみ

て、動物愛護法違反、廃棄物処理法違反等の疑いで捜査しているようです。動物愛護法は、「愛護動物をみだりに

殺し、又は傷つけた者は、３年以下の懲役又は２００万円以下の罰金に処する。」と規定しています。人を殺した場合の法定

刑が「死刑又は無期若しくは５年以上の懲役」ですので、当然ながら殺人罪よりも軽いとはいえ、動物を殺した場合の法定刑

は決して軽くはありません。さらに、人の死体を捨てた場合は死体遺棄罪に該当し、「３年以下の懲役」が科せられることになり

ますが、動物の死体は廃棄物処理法上の廃棄物に含まれるため同法が適用されることになるところ、動物の死体を違法に廃

棄した場合の法定刑は「５年以下の懲役又は１０００万円以下の罰金」です。つまり、誤解をおそれずにあえて言えば、人の死

体を捨てるよりも動物の死体を捨てる方が罪が重いということになります（なお、実際には、人の死体を遺棄する人物は殺人に

も何らかの形で関与していることがほとんどですので、結論的には、死体遺棄罪＋殺人罪の刑が科せられることになるのです

が）。法律はこのように定めていますので、動物の死体を捨てることは、決して軽く考えられることではないのです。  以上 


