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『 自 他 敬 愛 』 
 ～より愛情に満ちた思いやりのある奉仕活動を!!～  

6/4 山口伊太郎会員 

6/11 米田 勉 会員 

6/18 宮田 明 会員 

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

6/4 

(水) 

・クラブ全員協議会 

 定款細則について 

・卓話  

 岡山 量正 会員 

・定例理事会 

・新旧合同理事会 

18:00～ 於：大屋 

6/11 

（水） 

・卓話 

 平尾 公介 会員 

・被選理事会 

6/18 

（水） 

・卓話 

 駕田  毅 会員 

・40周年実行委員会 

今日の歌 

「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 

 第１９１１回 例会プログラム  

満４０年記念例会  
２０１４年５月３１日（土）ひらかた仙亭４F 

●満40年記念卓話 

 ﾁｬｰﾀｰﾒﾝﾊﾞｰ 今中七郎 会員 

●乾杯 

 ―食事・歓談― 

●歴代会長（当時を振り返って） 

●40周年に向かって 

●手に手つないで 

●20：30 閉会の点鐘 

●18:00 開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●ロータリーソング  

  「奉仕の理想」 

●会長の時間 

●幹事報告 

●委員会報告 

 ・出席状況報告 

  

  

 

 

 

本日の卓話者 プロフィール 
 

＊生年月日 1923(大12)年10月6日 

＊ロータリー歴 

 1974．4.15 枚方ｰくずはRC創立入会 

 1974～75 青少年奉仕 担当理事 

 1975～76 幹事 

 1976～77 会員選考 

 1977～78 親睦委員長 

 1978～79 ロータリー情報委員長 

 1979～80 会員増強委員長 

 1980～81 副会長 

 1981～82 次期会長 

 1982～83 会長 

 1986～87 ロータリー情報委員長 

 1987～88 米山奨学委員長 

 1988～89 職業分類委員長 

 1989～90 世界社会奉仕委員長 

 1990～91 会員選考委員長 

 1996～97 会計監査 

 1997～98 会員増強委員長 

 1998～99 会員選考委員長 

 2001～02 職業分類委員長 

 2013～14 創立40周年名誉実行委員長  

＊職業分類 ビル経営    

＊ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ・ﾎﾟｰﾙ・ﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰ 

 ﾁｬｰﾀｰﾒﾝﾊﾞｰ 

今中七郎 会員  



ニコニコ箱 合計 \32,000 累計 ¥1,173,640 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊まもなく40周年例会を迎えるよろこびに  金森市造 

＊長期欠席のおわびに             西田英夫 

＊心配事がありましたが無事良い方に解決しました 

 皆様のおかげです ありがとうございました 岩本昌治 

＊岩本先輩のお顔を久しぶりに拝見した喜びに 

                            小北英夫 

○本日の配布物 

・５月31日週報 
 

○地区行事等出席報告 

5/24 青少年部門新旧正副委員長会議 

               木﨑、白井、田中、粟津 

5/29 第4回地区社会奉仕委員会     初木 

 

○地区行事等出席予定  

6/14地区会員増強セミナー      原田、上山  

 

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６月の 

 ロータリーレート １＄＝１０2円 

 

第1910回例会出席報告（5月21日） 

総会員数 出席者 出席率 

５２名 ３３名 ７１．７４％ 

第１９０７回 例会補正後 出席率８０．００ ％ 

   メーク ９名  欠席 １０名  除外 ２名 

         < お知らせ  > 
   クラブメールHPアドレスがかわります！    
 

＊メールアドレス 新 info＠kuzuha-rc.jp 
 

＊ＨＰアドレス  新  http://www.kuzuha-rc.jp/  

 
 

※旧メール・ホームページアドレスは 

 6月6日より閉鎖致しますのでお手数ですが

変更の程よろしくお願いいたします。 

 

ゴルフ同好会 岐阜遠征 2014.5.22（木）～23（金） 

    

2014.5.22（木）岐阜CC 
          Out In Gross HDCP Net 

優勝 山口伊太郎会員 41 47  88  15.6 72.4 

２位 北川順清  会員 46 52  98  25.2 72.8 

３位 高島叔孝 会員 44 46  90  15.6 74.4 

 

2014.5.23（金）岐阜関CC 
          Out In Gross HDCP Net 

優勝 原田武夫 会員 50 53  103  28.8 74.2 

２位 小林正彦  会員 48 42   90  14.4 75.6  

３位 日野守之 会員 59 48  107  31.2 75.8  
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