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第１９１９回 例会  
２０１４年７月２３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30日（水） 

・新会員自己紹介 

 

8月  6日（水） 

・「会員増強月間に因んで」 

 國田欣吾 会員増強委員長 

・第2回定例理事会 

   

 

    

/   

 

 例会プログラム   

●12:30 開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●ロータリーソング 

   「それでこそロータリー」 

●お客様紹介 

●お食事・歓談 

●会長の時間 

●ご挨拶 

IM3組ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 

      西邨 智雄 様 

交野RC 会長  森 昌範  様 

      幹事  端野秀人 様 

●幹事報告 

●委員会報告 

 ・出席状況報告ほか 

●3分間スピーチ 

         粟津 直晶 会員 

●枚方少年野球ジュニア大会 

  について 

 枚方少年野球連盟 

 理事長 中西 俊毅 様 

●その他 

  ・報告 國田会計 

  ・ﾆｺﾆｺBOX報告 

●13:30 閉会の点鐘 

「それでこそロータリー」 

どこで会っても  

やあと言おうよ 

 見つけた時にゃ  

おいと呼ぼうよ 

遠い時には  

手を振り合おうよ 

 それでこそ  

ローローロータリー 

３分間スピーチ 

7月30日  ― 

8月  6日 藤原和彦会員 

8月13日  ― 

西邨智雄 ガバナー補佐プロフィール 

 



【 会長の時間 】  

 皆さんこんにちは。本日は親クラブであります枚方RC会長の新庄幸一

様と幹事の堀田修平様をお迎えしての例会となります。 

 昨日は私どもの都合で例会プログラムを変更していただきありがとうござ

いました。お陰さまで無事役目を果たせました。 

 枚方RCでは淀川クリーンハイクに150名以上の参加者があり、ローター

アクトや米山奨学生を引き受けられ、若い人の指導を熱心にされていま

す。親クラブとして枚方クラブを我々も誇りに思っています。 

 今週は山本会員、山口会員のご尊父様のご逝去の報に接し、謹んでお

悔やみ申し上げますとともに心からご冥福をお祈り致します。 

 今日、クラブ全員協議会があります。皆様のご協力をお願いし、会長の

時間と致します。 
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原田 武夫 会長 

【 入 会 式  】 

ご入会 おめでとうございます！ 

  久保  勉 会員         岩渕信廣 会員          瀬川 裕一 会員 

①（４５才） 

②有限会社 マルキ精機  

 代表取締役 

③八幡市内里砂畠18-10 

④枚方市長尾宮前2-22-31 

⑤金属工業 

⑥原田武夫 

 

①（４３才） 

②信建ホーム株式会社 

 代表取締役 

③ 枚方市田口1-60-3 

④枚方市西牧野1-20-13 

⑤建 築 

⑥ 國田欣吾 粟津直晶  

                           

①（４６才） 

②有限会社 セガワ  

 専務取締役 

③枚方市藤阪元町3-46-35 

④枚方市藤阪元町3-46-35 

⑤建築金物 

⑥ 國田欣吾 粟津直晶 

 

①年齢 

②事業所 

③事業所所在地 

④自宅 

⑤職業分類 

⑥推薦者 

本日めでたく当クラブ会員となられました久保会

員、岩渕会員、瀬川会員には原田会長より「入会

の証」「ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞｯｼﾞ」が授与されました。 



 【 ご 挨 拶 】     枚方RC 会長 新庄 幸一 様  

                    幹事 堀田 修平 様 
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 昨日15日（火）にはお忙しい中、原田会長並びに岡山幹事様がわざわ

ざご来駕下さいまして、まことにありがとうございました。  

 本年は貴クラブの40周年記念式典が挙行されるようでおめでたく、親ク

ラブとしては、理事役員がそろってお祝いに参列させて頂きたく思ってい

ます。当クラブは、入会5年未満の会員が半数以上を占めており、例会の

あり方、ロータリーのあり方など今年は一からやらないといけない状況であ

りますので、いろいろと貴クラブのご指導をお願いしたいと存じます。 

 また私どもが提唱しておりますローターアクトクラブが地区社会奉仕委員

会と合同で、来る7月20日(日)京阪樟葉駅前において献血活動を行いま

す。枚方ＲＡＣの担当は、午後1時半～4時迄となっておりますので、ご都

合のよろしい方には、ぜひご協力の程お願いいたします。 

 貴クラブとは同じ枚方市内のロータリークラブとして今後とも仲良く手を

携え、協力しながら進んでいきたいと存じますので、今後とも親しいお付き

合いをお願いし、挨拶とさせていただきます。 

 

 無事マニラロータリーの例会が終わりました。用意していたスピーチの内容変更を依頼され、仕方ないので思いつ

くまま英語で話しましたら何故か褒められました。卓話の感想を聞かれ失神しそうになりました。マニラの公共交通の

問題点は判りません。これも思いつくまま話しましたら何故か褒められました。ただただくたびれました。明日は寄贈

式、その後前大統領のラモスさんに招かれたのでマニラホテルでお会いします。感謝されるのはありがたいですが

初日でバテバテです。くずはの皆さんの大丈夫かぁの声を思いだしながら、元気な私を精一杯演じています。みな

さんの存在の有り難さを本当に感じています。 

  森 賢司  会員からのメール「近況報告」②  

 【 クラブ全員協議会 】 2013-14年度 決算報告   

                2014-15年度 予算審議   

 １．2013-14年度決算報告 

   ①2013-14年度事業報告について  日野前幹事より報告 

   ②2013-14年度決算報告について  三木前会計より報告 

   ③2013-14年度監査報告について  藤原前会計監査より報告 

 

 ２．2014-15年度予算審議 

  ①2014-15年度事業計画について   岡山幹事より発表 

  ②2014-15年度予算(案)について    國田会計より発表 

新庄 幸一 会長 

堀田 修平 幹事 
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ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊例会日に誕生を迎えた喜びに         高島叔孝 

＊訪問をお迎え頂いた喜びに     枚方ＲＣ 新庄幸一 

＊一年間よろしくお願いいたします   枚方ＲＣ 堀田修平 

＊新年度ご挨拶            枚方ロータリークラブ 

○本日の配布物 

①７月23日週報 

②2014-15年度 

○本日の回覧物 

・8月出席予定確認表 

○地区行事等出席報告 

7/17 交野RC新年度挨拶訪問   原田、岡山 

7/19 地区委員セミナー          初木、林宏毅 

7/22 地区災害支援委員会         初木 

○地区行事等出席予定 

7/26米山奨学委員長会議           米田 

7/26広報委員長会議                 原 

7/28 ＩＭ3組会長幹事会        原田、岡山 

8/23第1回国際奉仕委員長会議        初木 

9/6 職業奉仕委員長会議 

9/13研修セミナー 

第１９１８回例会出席報告（７月１６日） 

総会員数 出席者 出席率 

52名 38名 79.17％ 

第１９１5回 例会補正後 出席率  87.76％ 

     メーク 0名  欠席 6名   除外 3名 

２０１４ クールビズ 

 6月1日～９月３０日まで 

 

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」 

 

 

        

 日 時 ：2014年8月12日(火) 17：30受付開始 18：00～20：30  

 会 場 ：心斎橋 大成閣  

         大阪市中央区東心斎橋1-18-12   Tel:06-6271-5238 

 対 象 ：55歳以下（55歳含む）ロータリアン          

       55歳以下入会予定者（勧誘者含む）同伴者の場合年齢制限はありません  

 講 演 ：「ロータリーは人づくり」 

 講 師 ：元地区職業奉仕委員長 木越 正司 会員（大阪西RC） 

 会 費 ：6,000円（懇親会費） 

会   長 原田武夫 

幹   事 岡山量正 

若手ロータリアン研修セミナー・懇親会開催のお知らせ 

※入会５年未満の会員皆様、こぞってご参加ください。お申込みは幹事・事務局まで！（締切 8月4日） 


