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ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

・役員の皆様ありがとうございました        足立恒雄 

・会長はじめ役員の方々ありがとうございました 原田武夫 

・役員の皆様一年間大変ご苦労さまでした 

 ありがとうございました                畠仲 聡 

・皆様のおかげで幹事として一年間務めることができました 

                              日野守之 

・一年間ご苦労様でした今後ともよろしく     今中七郎 

・一年間本当にお世話になりました 

 会長職無事に努めることができました     北川順清 

・皆様一年間ありがとうございました       小北英夫 

・北川会長はじめ役員さんご苦労様でした   中野保博 

・役員の皆様一年間ありがとうございました   西田英夫 

・役員・事務局の協力で一年間大役を終えることが 

 できました。本当にありがとうございました   橘喜久夫 

・役員の皆様一年間大変ご苦労様でした 

 ありがとうございました               山中 卓 

○本日の配布物 

①７月２日週報 

②ロータリーの友7月号 

③2014‐15年度週報ファイル 

④2014-15年度委員会構成表 

⑤2014-15年度プログラム表 

⑥2014-15年度緊急連絡網 

⑦2014-15年度例会について 

⑧ガバナー月信7月号 

○本日の回覧物 

・7月出席確認表 

○地区行事等出席報告 

7/1 社会を明るくする運動ｾﾚﾓﾆｰ 

           原田、岩本、高島、上山 

○地区行事等出席予定 

7/26米山奨学委員長会議       米田 

第１９１５回例会出席報告（６月２５日） 

総会員数 出席者 出席率 

５２名 ４３名 ８７．７６％ 

第1912回 例会補正後 出席率 81.63％ 

     メーク ２名  欠席 ９名  除外 ３名 

○2013-14年度 ホーム皆出席 ２名  

 北川順清 会員 皆出席 21回／在籍 21年 

 日野守之 会員 皆出席  8回／在籍  9年    

○2013-14年度 皆出席会員 22名 

 37回皆出席 今中七郎会員 37/40 

 34回皆出席 北村 隆 会員 34/36 

 27回皆出席 平尾公介会員 27/27 

 25回皆出席 宮田 明 会員 25/25 

 22回皆出席 金森市造会員 22/29 

          原田武夫会員 22/24          

 21回皆出席 岩本昌治会員 21/23 

          駕田 毅 会員 21/21 

                   高島叔孝会員 21/21 

 19回皆出席 山中 卓 会員 19/19 

 16回皆出席 上山芳次会員 16/16 

 14回皆出席 國田欣吾会員 14/15 

 12回皆出席 三木 彰 会員 12/13 

         山口伊太郎会員 12/12  

          初木賢司会員 12/12                     

 11回皆出席  山口尚志会員 11/15 

   9回皆出席 小北英夫会員  9/19 

   8回皆出席 米田 勉 会員  8/12 

  6回皆出席 岡山量正会員  6/17 

  5回皆出席 畠仲 聡 会員  5/17 

   3回皆出席 橘喜久夫会員   3/4  

  1回皆出席 嶋田愛親会員   1/5    

２０１４ クールビズ 

 6月1日～９月３０日まで 

ロータリー徽章着用 

 

7月ロータリーレート 

１＄＝１０２円 

 

2014.11.15(土)「創立40周年記念式典」 

本日の歌 

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 
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第１９１６回 例会  
２０１４年７月２日（水）くずはゴルフ場 

2014～15年度 クラブテーマ 

『和を以て貴しとなす  』 

今後の予定 

7月  9日（水） 

 ・理事就任挨拶 

  

7月16日（水） 

 ・13-14決算および 

  14-15予算審議 

  

7月23日（水） 

 ・ガバナー補佐訪問  

3分間スピーチ 

 7月 9日    ― 

 7月16日    ― 

 7月23日 粟津直晶会員 

    

 例会プログラム 

●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」 

●乾杯 

●お食事・歓談 

●記念品贈呈 

  ・前年度役員 

  ・前年度ホーム皆出席 

  ・前年度皆出席 

●就任挨拶 

   原田武夫 会長 

   上山芳次 副会長 

   岡山量正 幹事 

   白井博巳 SAA 

●プログラム発表  

●幹事報告 

●委員会報告 

 ・出席状況報告他 

●その他 

  ・ﾆｺﾆｺBOX報告 

●13:30 閉会の点鐘 

●本日の会合 

＜定例理事会及びｸﾗﾌﾞ協議会＞ 

 (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、畠仲 

 山口伊太郎、北村、三木、原 

 駕田、金森、岩本、森川、山本 

 山口尚志、粟津、田中 

     白井SAA      原田会長   上山副会長      岡山幹事 



 

原田会長プロフィール 

原田武夫 新会長 就任のご挨拶 

 当クラブは本年度で丸40年を経過し、41年目を迎える年であります。この

年に会長職を受ける事になり、身の引き締まる思いであります。 

 11月15日に創立40周年記念式典を執り行うにつけ、昨年度より創立40周

年実行委員会を立ち上げ、今中40周年名誉実行委員長、中野実行委員

長、山口尚志副実行委員長の基で、記念事業、記念式典、記念誌発刊と

盛りだくさんの内容で進めて頂いております。 

 この大きな事業を完遂するには、くずはロータリークラブの会員諸兄の全

員一致の結集が無ければ、出来ない事と思います。その為に、会員諸兄の

期待に添えるよう全身全霊でもって、会長職に取組む所存でありますので、

どうぞ、会員諸兄のご尽力とご協力を賜ります事をお願い致します。 

 40年という節目を迎え、クラブの組織、委員会の目指すところを熟考し、

内容の見直しや検討を進め、この先に続くロータリー活動の起点としたいと

考えております。 

 今からさかのぼる事、約110年前、ポールハリスが1905年シカゴの地で3人

の仲間とつどい、結成した当時の基本でもある、「仲間を大切に」「仲間と楽

しく」「仲間とともに」が原点と思います。  

 そこで本年度のテーマを「和を以て貴しとなす」とします。         

会員一人一人が「仲間（同志）を大切に、仲間を大事に、仲間の為に、仲間

とともに」のこころを持って、会員全員で友愛と奉仕を積み上げていこうとい

う思いであります。このような心、気持ちが、この枚方で、日本で、又、全世

界の人々に伝わればもっと暮らしやすい、楽しい、生きがいのある平和な世

の中が出来ると信じます。 

 当クラブも、40年に至る奉仕の歴史があり、クラブの先達のいろいろな考

えがあり、会員皆で知恵を出し合い、議論をぶつけ合って、一年一年を積

み上げ、進歩発展してきたものであります。 

 孔子は「君子は和して同ぜず、小人は同じて和せず」と説いております。

自分の意見に同調する者だけしか、仲良く出来ない人間は、小人であり、

自分と意見を異にする人とも、仲良く強調できる事が大人と言っておりま

す。 

 ロータリアンはこの「和の心」を大切にする人々の集まりであると信じており

ます。 

 この一年会員諸兄は同志として親睦と友愛の心をお持ち頂き、友の為、

世の人々の為にロータリーの奉仕を邁進いたしましょう。 

 どうぞ、くずはロータリークラブのこの一年の歴史を会員全員で刻み、次

の年度に積み上げて行くことをお願いいたしまして、会長所信とします。 

生年月日  1946年4月9日 

勤務先 原田建設流通ｻｰﾋﾞｽ㈱ 

所在地 枚方市船橋本町2-33 

職業分類   建築 

 

<ﾛｰﾀﾘｰ歴> 

1990年11月１4日入会 

1993-94年度 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ委員長 

1995-96年度 青少年交換委員長 

1996-97年度 社会奉仕委員長 

1998-99年度 青少年奉仕委員長 

2000-01年度 親睦委員長 

2001-02年度 会員増強委員長 

2002-03年度 幹事 

2005-06年度 職業奉仕委員長 

2006-07年度  副会長/ 

       ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長 

2007-08年度 会員選考委員長 

2008-09年度 会計/ 

       会員選考委員長 

2010-11年度 副会計/ 

       会員選考委員長 

2011-12年度 会員増強委員長 

2012-13年度 副会長/ 

       ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長 

2013-14年度 会長ｴﾚｸﾄ 

2014-15年度 会長 

       

＜その他＞ 

べネファクター 

ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ・ﾎﾟｰﾙ・ﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰ 

米山功労者ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ 
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上山芳次 新副会長（兼ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長）就任のご挨拶 

白井博巳 新SAA 就任のご挨拶 
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岡山量正 新幹事 就任のご挨拶 

 この度、原田会長のもと副会長兼クラブ奉仕委員長を仰せつかりまし

た上山でございます。このような大役を仰せつかるにはまだまだ未熟

者でありますが、身に余る光栄とし、一生懸命努めてまいりますので皆

様方の温かいご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 本年度会長方針「和を以て貴しとなす」とされました。「会員一人一人

を大切に、仲間を大事に、仲間の為に、仲間とともに」を心に、会員皆

様のご協力のもとクラブ強化に向けて邁進してゆく所存であります。こ

の一年、クラブ奉仕委員会の皆様とともに精一杯努力してまいりますの

で、今まで以上のご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げ、就任の挨

拶とさせていただきます。 

 本年度、原田会長のもと幹事を仰せつかりました岡山でございます。

このような大役を賜り、未熟な私にとって身の引き締まる思いでござい

ます。 

 原田会長の方針を実践するため、クラブ会員様とともに楽しい例会

作りに向け、微力ではありますが精一杯頑張ってまいりたいと考えてお

ります。どうか皆様方のご指導ご鞭撻を心からお願い申し上げ就任の

挨拶といたします。 

 この度ＳＡＡへの就任を仰せつかりました白井でございます。 

このような大役を仰せつかるには、まことに微力でございますが、先輩

各位のご助言、ご協力をあおぎ、職務に邁進してゆく決意でございま

す。 

今年度の例会は、会場での食事等、スケジュール変更になっていま

す。食事を事前に会場に用意する都合上、万一ご欠席される場合は、 

前日までに必ず連絡願います。 

ＳＡＡとして、原田会長に協力して毎週の例会がより良い会合になるよ

うに頑張ります。皆様方のあたたかいご理解ご協力を心からお願い申

し上げ、就任のご挨拶と致します。  


