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第１９３７回 例会  
２０１４年１２月１０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  

１２月１７日（水） 

・ガバナー補佐訪問 

 補佐とのクラブ協議会 

・親睦委員会 

 

１２月２０日（土） 

・クリスマス大家族例会 

 リーガロイヤルホテル大阪 

 

１２月２４日（水） 

  ⇒１２月２０日に変更 

１２月３１日（水） 

  定款により休会 

●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 

●３分間スピーチ 

  北村 隆 会員   

「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 

３分間スピーチ 

12月17日木﨑信也 会員 

 おめでとうございます！  

   藤原和彦 会員           山口伊太郎 会員         初木賢司 会員 
     

 

●卓話  

   岩本 昌治 会員   

●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） 

＜被選理事会＞ 

小北、上山、原田、山口尚志 

米田、多田、稲田、岩本、橘 

粟津、源本、木﨑 

   ＜11月入会記念日祝＞ 

おめでとうございます！ 

 ＜11月喜寿御祝＞ 

  平尾公介会員 

   小北英夫  会員          山口尚志 会員           岩本昌治 会員 

   ＜11月お誕生日祝＞ 



 

【会長の時間】 
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  原田 武夫 会長 

 

  源本将人 委員長 

 

【卓話】「ﾛｰﾀﾘｰ家族月間に因んで」   源本 将人 親睦委員長 

「ロータリー家族月間とは」 

 世界中のロータリアン、クラブおよび地区は、毎年１２月に「家族月間」を祝い、ロータリア

ンにプロジェクトや活動、行事を通じて家族と地域社会へ献身を示すと共に、クラブおよび

地区はロータリー家族委員会を設置し、適切な会員の退会防止プログラムの実施が奨励さ

れています。家族月間の設定により家族週間は廃止となりました。 

 

「12月20日はくずはRCクリスマス大家族例会」 

 ｱﾄﾗｸｼｮﾝⅠ- 「サンドアート」 

 ｱﾄﾗｸｼｮﾝⅡ- 関西屈指のゴスペルグループ「Everlasting Joy」 

 

  思い出に残る大家族例会を企画しておりますので、会員皆さまのご参加をお待ち 

      しております。 

 皆さん、こんにちは。 

 

 師走を迎え、何かと気ぜわしい毎日ですが、いかがお過ごしでしょうか。 

 

 昨日より、本格的な冬の到来がやって参りました。日本列島に１週間、寒波が居座るそう 

です。 

 

 １２月は家族月間です。１２月２０日、土曜日には、リーガロイヤルホテルにおきまして、

家族親睦会があります、クリスマス会が開催されます。親睦委員の方々、いろいろとご苦労 

をおかけしておりますが、よろしくお願い致します。今年も楽しいクリスマス会となります 

ように、様々な企画をされておられますので、期待してご参加下さい。 

 

 １２月１４日の選挙に向けて、昨日、公示がなされました。今後の日本を良くしたい、経 

済復興に向けて飛躍したい、という思いは、皆様の一致する考えであると思います。我々は 

異業種でありますが、今後の政権によって、日本がさらなる発展を続けていけることが、国 

民生活及び、ロータリー活動への基盤であると思います。 

 

 早いもので、私が会長に就任しましてから半年を迎えることができました。 

スタートを切る前は、４０周年の会長という大役を無事に務められるか、心配しておりまし 

たが、おかげさまで、今日までで各種事業も８割方を終えることが出来ました。 

これもひとえに、皆様方の厚いご協力のおかげと、深く感謝いたしております。 

 

 今月は、事業が目白押しとなっております。今週は６日に地区大会が行われます。来週の 

１３日には、くずはロータリークラブ杯少年野球の決勝戦が開催されます。決勝戦終了後、 

表彰式が行われますので、皆さん、こぞってご参加いただきますようよろしくお願い申し上 

げます。 

 

 今日１３時２２分４秒にハヤブサⅡが打ち上げられ、宇宙に旅立ちます。皆さん、行き先 

はご存じですか？（イトカワ）２０２０年に帰って来るそうです。東京オリンピックが終わっ

た頃です。 

 

以上で会長の時間を終わります。 
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第８回くずはロータリークラブ杯 

枚方少年野球ジュニア大会 決勝戦・閉会式のご案内  

2014年12月13日（土） 於：枚方市立伊加賀スポーツセンター     

                         （大阪府枚方市伊加賀西町53-2） 

☆決勝戦1４時３０分   都島ﾗｲｶﾞｰｽ VS 兜台少年野球 

                   ☆ 閉会式 16時～ 

４ヵ月に亘る戦いを勝ち進んできた子ども達にエールを！会員の皆様、応援よろしくお願い致します。 

 スタッフジャンバー着用  

 

    本日は、今年7月から担当させていただきました青少年奉仕委員会の事業である、   

くずはロータリークラブ杯枚方少年野球ジュニア大会の近況を報告させていただきます。 

   くずはロータリークラブの主要な事業となっています、枚方少年野球ジュニア大会は8

月から開催され、今年は79チームの参加がありました。今現在頂点をめざして勝ち残って

いるチームが、4チームあり、準決勝の段階です。 

 この週末6日と7日、お天気がよく準決勝戦が順調にいけば、12月13日の土曜日に決勝

戦がおこなわれ優勝チームが決まり、閉会式が行われます。これをもって、大会の運営を

していただいている枚方少年野球連盟の今年の大会が全て終わり、14日の忘年会に、

副委員長とともに参加させていただきます。 

   今年の7月から就任させていただきまして、今思うのは、7月に枚方少年野球連盟の方

が例会に来訪され、8月から大会がはじまり、あれよあれよというまに進んでまいりました。

私なりに、くずはロータリーのPRのために何か工夫できることはないかなど、いろいろ考え

ましたが、理事会に提案することもできないまま、大会は終盤になってしまいました。 

  こういった思いだけでも、できるだけ速かに次期委員長予定者に引き継ぎをして、被選

理事会から次年度の本理事会になった時に、スムーズに受けもっていただくように、私も

まだまだがんばりたいと思います。 

  ぜひ皆様にも今大会の決勝戦と閉会式を、一緒に見守っていただきますようお願い申

し上げます。現在のところ、準決勝が順調に進めば、決勝戦が12月13日土曜日に、伊加

賀SCグランドで行われます。詳細は例会でお伝えしますので、よろしくお願い致します。 

  田中一眞 委員長 

クラブ全員協議会・年次総会開催 

 

『 2015～16年度理事・役員並びに2015～16年度会長決定 』 

・会     長 小北 英夫  会員 ・理    事  岩本 昌治 会員 

・直 前 会 長 原田 武夫  会員 ・理    事  橘 喜久夫 会員 

・副 会 長  山口 尚志  会員 ・理    事  粟津 直晶 会員 

・幹    事  米田   勉  会員 ・理    事  源本 将人 会員 

・会    計  多田 利生  会員 ・理    事      木﨑 信也 会員 

・Ｓ．Ａ.Ａ  

・2016～17年度会 長        

稲田 義治  会員 

上山 芳次 会員 

    

 

【３分間スピーチ】    
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ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊入会２５年が過ぎ健康で迎えられた喜びに   藤原和彦 

＊2015年２月14日(土) IMにご参加お待ちしております 

                    岡市勝男様（大東中央RC） 

＊次年度役員理事を承認して頂いたよろこびに 小北英夫 

＊還暦のよろこびに                  山口尚志 

＊40周年記念式典を無事終えクリスマス大家族会を 

 むかえられるよろこびに              岡山量正               

○本日の配布物 

・１2月10日週報 

○本日の回覧物 

①1月例会出席予定確認表 

②第8回くずはＲＣ杯枚方少年野球ｼﾞｭﾆｱ大会 

 決勝戦・閉会式出欠表 

③ガバナー公式訪問３クラブ合同例会出欠表 

④ＬＩＰ１２月号 

○地区行事等出席報告（敬称略） 

11/26ＩＭ担当者会議               岡山 

12/5地区大会1日目開会式・分科会   

                  原田、金森、田中、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           

○地区行事等出席予定（敬称略） 

12/14枚方少年野球連盟懇親会    田中、粟津 

12/18地区災害支援委員会           初木 

1/17第2回広報委員長会議（本・次年度）    原 

1/24第2回国際奉仕委員長会議（本・次年度） 

                            初木 

  

ロータリーレート  

12月 １＄＝１１２円 

  

第１９３６回例会出席報告（１２月３日） 

総会員数 出席者 出席率 

５２名 ３１名 ６５．９６％ 

第１９３３回 例会補正後 出席率  ７２．９２％ 

   メーク ４名  欠席 １３名   除外 ４名 

 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  於：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ので 

ぜひご家族そろってご参加下さいますようお待ちしております。  

ゴスペル・グループ  


