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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!!～  

●12:40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 

●会長の時間 

●幹事報告 

●委員会報告 

 ・出席状況報告 

●３分間スピーチ 

       山口伊太郎 会員 

 

 

●クラブ全員協議会 

 〇定款・細則・内規改正の件 

●卓話 

 「自己肯定感」 

   岡山量正 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） 

＜定例理事会＞  

 北川、原田、高島、小北、日野 

 三木、橘、山口伊、嶋田、米田 

 木﨑、西田、重田  

おめでとうございます！ 

 

６月 入会記念日  ６月 お誕生日 

白井博巳会員（H24年） 

 
藤原和彦会員（15日） 

 

6/11 米田 勉 会員 

6/18 宮田 明 会員 

6/25 ― 

 
 

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 

6/25 

（水） 

・最終例会 

・退任挨拶 

 

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１９１２回 例会  

２０１４年６月４日（水）くずはゴルフ場 



「満40年記念例会」  
２０１４年５月３１日（土）１８：００～２０：３０  於： ひらかた仙亭   

 

 5月30日で当クラブは創立満40年を迎え、会員相互の一層の親睦を深め、会員が一体となって次年度へバトンを渡したいとの思いを込めて、北川会長はじ

め今年度の役員が企画致しました。記念例会は２部構成で２部では、北川会長からのご寄贈のバースデｨケーキにロウソクをつけ、歴代会長によって

ローソク消しが行われその後、お食事、歓談、歴代会長からのスピーチ、40周年実行員委員会からの報告など盛りだくさんの内容果たし閉会致しました。 

  

【記念卓話】「満４０年を迎えて」   

        今中七郎 会員（チャーターメンバー） 

 
○1974．4.15 枚方ｰくずはRC創立入会 

○クラブ誕生当時の想い出 

○すでに故人となられた方々への追憶 

○小さな会場であったくずはの京阪レストランでの会合 

○伸びゆくクラブ活動をめざしての奮励の模様 

   解説：一同感銘 

1982～1983年度会長 

今中 七郎  

「心の橋を 

 かけましょう」 

      満40年を記念し歴代会長によるバースディケーキ ロウソク消し 

   北川会長ご寄贈のケーキ 



【歴代会長スピーチ】 

 歴代会長１３名 残念ながら欠席３名 

  1990～1991年度会長 足立 恒雄 会員 「声をかけよう」 

  2000～2001年度会長 平尾 公介 会員 「決定は慎重に、行動は実践的に」 

  2005～2006年度会長 南   武 会員 「温故知新」 

 

2002～2003年度会長 

藤原 和彦 会員 

「意識して例会に 

2006～2007年度会長 

山中  卓 会員 

「あたりまえに」 

2004～2005年度会長 

金森 市造 会員 

「脚下天照」 

2008～2009年度会長 

宮田  明 会員 

「自利利他」 

2009～2010年度会長 

駕田  毅 会員 

「積小為大」 

2011～2012年度会長 

山口 伊太郎 会員 

「貴方が動けば 

 何かが変わる」 

2010～2011年度会長 

岩本 昌治 会員 

「ロータリーは家族 

‐内なる力を高めよう‐」 

2012～2013年度会長 

高島 叔孝 会員 

 「原点回帰 

 ﾛｰﾀﾘｰのきずなとともに～」 

【４０周年にむけて】             創立４０周年記念事業実行委員長  中野 保博 
 

  本日は、40周年記念の例会ということで、ここ仙亭において記念すべき例会となりました。 

 先ほど、國田事務局長から周年実行委員会の役員のご紹介、また山口副実行委員長よりの記念すべき事

業の内容の説明、報告がありました。周年に因んで数々の事業を通次、くずはRCの地域での位置づけ、また

奉仕活動の位置づけを成すことは有意義なものと信じております。記念誌の制作、東北支援活動、民間の皆

様への奉仕活動の奨励、くずは駅前モニュメントの設置、そして今秋に開催いたします「創立40周年記念式典・祝賀会」い

ずれも会員の皆様のご理解とご協力が必須であります。各事業は、概ねその骨格が準備され、着々と準備をすすめている

ところです。 

 今後は、その進捗状況について会員の皆様に随時 ご報告させていただく予定です。実行委員会役員はもちろんのこと、

会員の皆様のあたたかいご協力をよろしくお願いいたします。       

 

１．嬉しかったことを忘れずに 

 ・今中会員はじめ皆様の温かいご理解とご指導によって在籍40年近くのﾛｰﾀﾘｰ生活が続けられてい 

  ること。中でもいろいろの周年行事の折などに同年輩、同僚に親切なお助けを頂いたこと。今は亡 

  き 小北・金銅・三坂故会員の想い出は深甚。 

２．苦しかったことへの工夫―職業分類上に運命があったにせよサラリーマンとしては時間上の束縛が 

  多く、親睦委員としての受付は最大の苦難ごと、例会時模様や業界の動きなどを職場においても報 

  告を要したことなど。 

３．今後に果たしたいこと―新しく入会される方々にもそれぞれの環境を察したうえ、自己の経験を充 

  分に伝え、会員としての価値を認めて貰えるよう努めること。 

1995～1996年度会長 

北村  隆 会員  
「心の通う友の輪を 

さらに拡げよう」 



ニコニコ箱 合計¥118,002 累計 ¥1,291,642 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊40周年記念例会に出席できたよろこびに 粟津直晶 

＊ｺﾞﾙﾌ同好会岐阜遠征優勝の喜びに    原田武夫 

＊多くの会員の皆様とお会いできた喜びと 

  今中会員の楽しい卓話に！         日野守之 

＊40周年記念例会に出席できたよろこびに 今中七郎 

＊満４０年を迎えてのよろこびに        金森市造 

＊40周年を記念して               駕田  毅 

＊満40才の誕生日を祝いまして        北川順清 

＊40年目の誕生日に出席できました 

  クラブのお蔭に感謝して           北村  隆 

＊40年のお祝いに                國田欣吾 

＊40周年のお祝いに              源本将人 

＊満40周年記念例会を祝して         三木  彰 

＊満40年を迎えてのよろこびに        中野保博 

＊記念例会、出席の喜びに          西田英夫 

＊40周年おめでとうございます         嶋田愛親 

＊満40年記念例会を祝して          橘喜久夫 

＊満40年記念例会木崎会員がドタキャンしました 

                            多田利生 

＊40周年記念例会を祝して         山口伊太郎 

＊40周年記念例会を祝して          山中  卓 

＊ｺﾞﾙﾌ同好会残金、事務局落し物をﾆｺﾆｺへ    

○本日の配布物 

①６月４日週報 

②卓話資料（岡山会員） 

③くずはRC創立40周年記念事業奉仕活動奨励 

 事業内褒賞規定 

④ロータリーの友6月号 

⑤ｺﾞﾙﾌ同好会定時総会のご案内 

⑥七つ星歩く会ウォーキングへのお誘い 

○本日の回覧物 

①6月出席予定表 

②ガバナー月信6月号 

○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     

○メークアップ 

5/30粟津会員  摂津RC 

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/ 
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２０１４年６月の 

 ロータリーレート １＄＝１０2円 

 

第1911回例会出席報告（5月31日） 

総会員数 出席者 出席率 

５２名 ３９名 ７９．５９％ 

第1908回 例会補正後 出席率 ８４．００％ 

   メーク ６名  欠席 ８名  除外 ２名 

「第１回情報集会」のお知らせ  

        ■日  時 ： ２０１４年６月１１日（水）１８：００～                       

             ■場  所 ： ひらかた仙亭  ☏ 072-846-3333  

            ■会  費 ： 会員５，０００円 ご家族３，０００円 

            ■締  切 ： ２０１４年６月４日（水） 

  ※40周年を迎える年度に家族も含めてクラブの歴史と伝統を認識することを趣旨とし開催致します。 


