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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!!～  

●12:30 

●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」 

●お客様紹介 

 ―乾杯・お食事・歓談― 

●幹事報告 

●委員会報告 

 ・出席状況報告 

●退任挨拶  

       北川順清会 長 

       小北英夫副会長 

       日野守之幹 事 

       橘 喜久夫 SAA      

●次年度方針  

    原田武夫会長エレクト 

●退会者挨拶 

●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） 

＜ゴルフ同好会総会＞ 

粟津、藤原、原田、初木、林祐弘 

日野、岩本、駕田、北川、木﨑 

小林、小北、國田、南、源本、宮田 

森川、中野、西田、岡山、高島、上山 

若林、山口伊太郎、山中、米田 

 

＜14-15年度親睦委員会＞  

源本、川島、林宏毅、多田、稲田 

森、森川、山本、田中、片桐 

 
 

7/2 

（水） 

 

・初例会 

12:30～ 

・就任挨拶 

  会長、副会長 

  幹事、SAA 

・プログラム発表 

・第1回定例理事会 

 及びｸﾗﾌﾞ協議会 

7/9 

(水) 

・理事就任挨拶 

  ５大奉仕理事 

  長期計画理事 

 

7/16 

(水) 

・ｸﾗﾌﾞ全員協議会 

 決算・予算審議 

 

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 

次年度予定 

第１９１５回 例会  

２０１４年６月２５日（水）くずはゴルフ場 

 

最終例会プログラム 

役員の皆様 一年間お疲れ様でした 



 本年度の例会も今日を含めましてあと2回、来週の最終例会をもって無事着岸でき

るところまで漕ぎ付けることが出来ました。あと2回宜しくお願い致します。 

 先週は、第1回情報集会がご家族様同席で開催されました。山口尚志副実行委員

長、國田事務局長はじめ、各担当委員長から40周年に向けての取り組み説明をして

いただき、大きな弾みをつけることができたと思います。実行委員会役員の皆様あり

がとうございました。 

 本年度の国際奉仕事業はタイ国アカ族の子ども支援であります。タイ国出張中の

西田国際奉仕委員長より届いたメールを紹介します。（週報表紙に掲載） 
 

  

【会長の時間】              

【３分間スピーチ】              

１．決断力 

 ①政界においての首相決断力とリーダーとしての役割を重視 

    ―集団自衛権の論議にあたっても― 

 ②大阪御堂筋を建設するにあたっての決断力を今に至り改めて評価（先見の眼） 

   したいこと 

２．会長の使命 

 ①年度末を終えてこそ任務終了、次年度へのバトンタッチを期待 

 ②新年度からは真の会員として会員を指導それぞれの役割を見守って頂きたいこと 

【卓話】              

 ○自社の経営経緯 

   １．1953（S28）大阪コロタイプ印刷株式会社創立（大阪市東成区深江） 

     起業当時 ７名  現在従業員 ３８３名 

   ２．日本全国学校数 ６万校  そのうち9,500校のアルバムを制作 

   ３．デジタル化        

 ○企業の経営目標と使命   

   １．東日本大震災では大量のアルバムが津波で流された 

   ２．よみがえれ卒業アルバム（ＮＰＯ法人） 

     卒業アルバムの再生 

 ○近江商人の心意気 

タイは現在“雨期”で毎日、蒸し暑くどんよりした天候です。タイ北部のアカ族

支援をされています原田義之さんから、奉仕品のノート（当クラブが２月に船

便でタイ・チェンライに郵送）が先月到着し、早速アカ族子ども寮「若竹寮」と

「メコン寮」の子ども達80人に配布をしてきましたとお礼のメールがありました。 



  本年度はクラブ創立４０周年を迎える準備年度 

として、４０年の節目を作る大事な年度になると申し上げ

スタートを切りました。そして、ほぼ同時に４０周年記念事

業委員会が組織され、記念事業には本年度内で実施

する事業もあり他の記念事業や記念誌・記念式典ま

で、４０周年を迎える準備は出来たと思います。特に東

日本大震災による東北支援・気仙沼RC並びに気仙沼

南RCとの交流事業や支援事業が、記念事業でも大き

く取り組み、更に推進することとなりました。このように私を

支えて頂いた役員や会員諸兄・４０周年記念事業委

員会の皆様には感謝し御礼を申し上げます。 

 「自他敬愛」より愛情に満ちた思いやりのある奉仕活

動を!!会長テーマに掲げましたが、ロータリーを実践する

時も仕事面におきましても、他の人たちへの思いやりと

温かい心をもって実践され、それが社会で求められてお

り、みんなのためになり、自分も生かされている事が大切

なことだと思うからです。このようなことを考え一年間務め

させていただきましたが、ここで終りではありません。今後

もロータリーが目指す活動に積極的に参加し、クラブ発

展に協力していきたいと思います。最後に、このような貴

重な機会を与えて頂きました皆様に感謝申し上げ、 

 退任の挨拶とします。   会長 北川 順清 

                              

 昨年7月に副会長として大役を仰せつかり、 

何とか無事に任務を終えることができましたのも、

会員皆様の温かいご支援・ご協力の賜物と厚く

御礼申し上げます。 

 去る5月31日（土）開催しました満40年記念例

会では、会員皆様とともにお祝いし、我がクラブ

の歴史を振り返りながら、友情と親睦をさらに深

められたことが何よりうれしく、40周年記念事業の

成功に向けて一丸となれたことに心から感謝申

し上げます。 

 この一年間で学ばせて頂いた奉仕の心を忘れ

ることなく、今後もロータリー活動を実践して参りま

すので、ご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げま

す。ありがとうございました。           

            副会長 小北 英夫 

 ２０１３-２０１４年度のくずはＲＣ最終例会を迎 

えました。 

 思えば１年半前に北川会長より幹事職を仰せ

つかりましたが、被選段階では組織体制を始め

様々な事業や予算に関して、本年に入ればス

ムーズな進行が求められますが、実態は幹事

職をしながら勉強しているようなことで、理事・役

員をはじめ会員の皆様に多大なるご迷惑をお掛

け致しました。しかし、こんな私でも会員の皆様か

ら多大なるご理解と温かいご支援を賜り感謝の

一言では言い表せません。 

 また、ＩＭ３組の会長・幹事の皆様とは幹事会

において各クラブの情報交換を通じ、様々な運

営方法について意見交換ができ懇親も深めら

れたことは私の糧となりました。 

 最後に、幹事職ってこれで良かったのかという

疑問を残したまま終わりますが、この貴重な経験

を踏まえ、来年度以降もクラブの一員として頑

張って参ります。１年間、会長をはじめ会員の皆

様、誠にありがとうございました。 

            幹事 日野 守之 

 私は、今期SAAの大役を務めさせていただき、会長、

幹事、副会長のもと、クラブ運営の多くを学び理解が

深まりました。不慣れなため会員の皆様には大変迷惑

を掛けたことと思いますが、お許しをお願いします。入

会してまだ、年月も三年程しかたたない初心者に、こん

な大役が務められるのか不安でしたが、私が一年間

どうにか大役を遂行出来たのは、役員他会員の皆様

をはじめ事務局には大変協力していただいたお陰と感

謝しています。 

 会員の皆様の協力のお陰で一年間、何とか大役を

終了する事ができました事を感謝申し上げます。この

経験を今後のクラブ運営に協力していきたいと思いま

す。本当に一年間ありがとうございました。 

        ＳＡＡ 橘 喜久夫 

【 退 任 の 挨 拶 】              



ニコニコ箱 合計  ¥0 累計 ¥1,321,642 

○本日の配布物 

・6月２５日週報 

○本日の回覧物 

・上野会員、重田会員、中谷静雄会員へ 

                      贈るバナー 
 

○地区行事等出席予定 

7/26米山奨学委員長会議          米田  

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 
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         会   長  北川 順清    
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 < お知らせ  > 

 

交野ロータリークラブ 

7月1日よりビジターフィ変更 

 

1,000円 ⇒ 2,000円 

第1914回例会出席報告（６月１８日） 

総会員数 出席者 出席率 

５２名 ３０名 ６２．５０％ 

第191１回 例会補正後 出席率 ９０．００％ 

   メーク ６名  欠席 ５名  除外 ２名 

お客様 曽我部律夫様(大阪大手前RC) 

         久保 勉 様 

   曽我部律夫様      久保 勉  様 

 

２０１４年度 クールビズ 

 6月1日～９月３０日まで 

ロータリー徽章着用 

バチカン市国のサンピエトロ大聖堂の隣にあり、ローマ法王の住まいとなっている。バチカン

市国は、世界最小の国で、現在フランシスコ法王が統治している。軍隊は持たず、傭兵はスイス

人がしている。カトリックの総本山とされ、世界中の人が訪れる大聖堂の一つだ。 

 広報委員長ヤマモトの世界話シリーズその２９ 

   バチカン宮殿外観写真             バチカン宮殿内部写真 

 

 １年を振り返って・・・・  

あっという間の１年でした。お墓や世界を旅した記録を広報に載せてみたらという事で、１年間連載させていただき

ました。思い返すと、色々な所に行き、今の仕事に役立ったと思い返せた時間をいただけた事に感謝しておりま

す。とても楽しい時間をいただき、日野さん、阪本さんには大変お世話になりました。   広報委員長  山本 一郎 

6月1８日例会のお客様 


