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第１９２１回 例会  
２０１４年８月６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 

8月１３日（水） 

 定款により休会 

 

８月２０日（水） 

・外部卓話 

 

 

８月２７日（水） 

・卓話 

 宮田 明  長期計画委員長 

・40周年実行委員会 

 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」 

●お客様紹介 

●お食事・歓談 

●会長の時間 

●幹事報告 

●委員会報告 

 ・出席状況報告ほか 

●３分間スピーチ 

   藤原和彦会員 

●卓話「会員増強月間に因んで」 

   國田欣吾 委員長 

●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＞ 

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、中野、山口尚志 

＜新会員ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ＞ 

金森、岩渕、久保、瀬川 

 

「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 

 

おめでとうございます！ 

８月入会記念日 

 中村雄策会員（H5年） 

 山中 卓会員（H6年） 

 林 祐弘会員（H6年） 

 三木 彰会員（H12年） 

 森 賢司会員（H21年） 

 片桐公秀会員（H25年） 

  

８月お誕生日 

 小林正彦会員（4日） 

 米田 勉会員（5日） 

 北川順清会員（21日） 

 中村雄策会員（22日） 

 若林尚史会員（30日） 

 山本一郎会員（30日） 

 金森市造会員（31日） 

 岡山量正会員（31日） 

３分間スピーチ 

8月20日 田中一眞会員 

8月27日 日野守之会員 



【 会長の時間 】  

                       久保  勉 新会員 

 皆さん、こんにちは。早いもので就任して以来、１ヶ月が経ちましたが、いまだ

会長であることの自覚がたりない原田でございます。連日、猛暑が続いておりま

すが、この暑さに負けることのないように水分と栄養、そして睡眠を十分に取っ

ていただき夏バテ防止に努めていただきたいと思っております。 

 一昨日、IM３組会長幹事会に出席して参りました。泉ガバナーの挨拶の中

で、３点の事を言っておられました。１点目は親睦は石垣、奉仕は城。２点目は

ロータリーディの実施。その内容はロータリーの認知度の向上の為にロータリー

の旗を掲げたり、ロータリーのジャンパーを着るなどしてロータリーが奉仕活動

をしているということをPRしていきたいとの事です。 

 我がクラブでは少年野球や献血をしております。その会場でポリオ撲滅の基

金のための募金箱や看板などを設置してはどうかと思っております。 IM開催

は２０１５年２月１４日、場所は大東市民会館です。開催日近くになれば、岡山

幹事より出席の要請があると思います。 

 新たに若手ロータリアン研修セミナー開催へのお知らせがあります。内容が少

し変わりましたので本日の週報の４面に記載し直しました。今年度の方針は「ラ

イトアップロータリー」です。若手のみならず、ベテランロータリアンもこぞって参

加していただき自分自身を輝かせて下さい。申し込みは明日迄です。 

 この度、原田会長、片桐社長の推薦でくずはロータリークラブに入会すること

になりました。有限会社マルキ精機代表取締役久保勉45歳です。自宅は枚方

市長尾宮前、会社は八幡市内里砂畠にあります。 

 弊社は精密金型設計・製作を柱に金属加工業を営んでいます。前社長の父

親は私が２９歳の時に職場で亡くなり、それから社長業をすることになりました。

社長とは言えども、毎日作業服をきて機械の操作に日々明け暮れております。 

 世の中に製品として出回る物の原点は金型であり、非常に精密な世界です。

医療・自転車・電子部品・家電・様々な製品を金型として数多く送り出していま

す。皆さんの身近にある品物の中にもマルキ精機で作った金型からできたもの

があると思います。こんな品物金型でできる？と言って頂けると相談を受けたま

わります。 これからくずはロータリークラブの1年生として先輩方のご指導の

下、精一杯頑張りますのでご指導ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げます。 2 

原田 武夫 会長 

久保 勉 会員 

 【新会員自己紹介 】   岩渕 信廣 新会員 

 以前の職業は大工をしておりましたが、現在は住宅・店舗などの新築、リ

フォーム、また太陽光事業にも力を入れており、戸建のソーラー発電からメガ

ソーラーまで手掛けております。今後は耐震改修、公共事業なども手掛けて 

行きたいと思っております。 

 RCへ入会した理由は、野球で甲子園に行きたいこと、仕事で皆さんとお付 

き合いさせて頂き、仕事に対するご指導ご鞭撻をお願いした事で、よろしく願 

いあげます。 

岩渕 信廣 会員 
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                        瀬川 裕一 新会員 

 改めましてこんにちは。只今ご紹介頂きました瀬川裕一でございます。 

 日頃、お世話になっている國田社長よりお話しをいただき、皆様の承認を

得て、くずはロータリークラブに入会させて頂きましたことを、お礼申し上げ

ます。有難うございます。 

 自己紹介ということで少しお話しをさせて頂きます。私は、昭和43年2月生

まれの46歳でございまして、職業は、枚方の藤阪と杉で（有）セガワといいま

す建築板金業をさせて頂いており私の曽祖父からの創業で、4代目になりま

す。仕事の内容としまして、一般住宅からマンション、商業用施設、物流倉

庫などの金属屋根、外壁、樋工事などを施工させていただいております。 

 近年では、改修工事といたしまして、スレート屋根、外壁などのカバー工法

も増えてきております。私自身の今日までの経歴ですが、いわゆる高卒で、

啓光学園高等学校を卒業させていただいております。3年生になって進路

を考える頃、大学でも受けてみようかなと思い軽い気持ちで受けた為、案の

定受験に失敗してしまい、板金業を継ぐ事にしました。 

 技術を身につける為に、住み込みで見習いに寄せて頂いたのですが、見

習い先の親方は、幼い頃に両親を亡くされて、小学生の頃に丁稚奉公に行

かれているような方で、かなり厳しい人でした。親方に加え兄弟子が又厳し

くて、今までとは違う大変な毎日でした。そうして1年が過ぎた頃、我慢が出

来ず逃げ出して実家に帰ってしまいました。実家に帰ったその日に、父親

に夜も昼も働くから帰らせてくれと頼みましたが父親から、こう言われました。

「このまま帰ってきたらお前は、これまでの人間やぞ」と言われ、その夜、

色々考えまして翌日に見習い先に謝りに行き、許してもらいました。 

 その時に私の、仕事に対する決意が定まったのだと思います。それから

は、無我夢中で頑張り、見習いから帰る日が来たときには、親方が私のため

に新しい道具に私の名前を親方自ら彫ってくださり、頂きました。その時の

経験は、私の一生の宝です。それから、もう少し勉強をしょうと思い大手板金

工事会社で数年下請けを経て、今に至ります。 

少し、おおげさですが、私には仕事に対する思いがあります。それは、相手

の利益の尊重と感謝の気持ちです。それには3つあります。一つ目は、大事

なお客様です。金額だけでなく、喜んで頂ける仕事をさせて頂いて、お客様

にとっても次の仕事に繋げて頂くことです。二つ目は、働いて頂いている職

人さんです。安心、安全で働きがいのある職場を目指して努力し、家庭を

守って頂くことです。三つ目は、仕入れ業者さんです。出来るだけの金額の

協力のお願いは致し方無いのですがそれだけではなく、運搬コスト削減な

どの協力を出来るように考えることです。そうして、私どもも努力をして発展さ

せて頂ければ、ありがたいと思っております。 

 最後になりましたが、 くずはロータリークラブに入会させて頂いて先輩方

のご指導やご意見をお聞かせ頂いて、成長していきたいなと思っております

ので、どうぞ宜しくお願い致します。 

瀬川 裕一 会員 
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＊新入会員3人の挨拶、木崎会員より上手かった 

                            多田利生 

○本日の配布物 

①８月６日週報 

②卓話資料（アンケート） 

③ロータリーの友8月号 

④ｺﾞﾙﾌ同好会ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ開催のお知らせ 

⑤秋の上級ライラのご案内 

○本日の回覧物 

①ガバナー月信8月号 

②2014-15年度地区委員会活動計画書 

○地区行事等出席報告 

8/1ﾆｺﾆｺキャンプ開会式    原田、上山、田中 

○地区行事等出席予定 

8/7第26回ｶﾞﾊﾞﾅｰ杯軟式野球大会代表者会議 

                        米田、多田 

8/9社会奉仕委員長会議        木﨑、稲田 

8/23第1回国際奉仕委員長会議        初木 

8/30財団セミナー                   

8/31少年野球ジュニア大会開会式    全会員 

9/2第21回５ＲＣゴルフ大会打合せ  原田、岡山 

9/6 職業奉仕委員長会議                   林宏毅

9/13研修セミナー  

9/20青少年奉仕正副委員長会議  田中、粟津

第１９２０回例会出席報告（７月３０日） 

総会員数 出席者 出席率 

52名 32名 66.67％ 

第１９１７回 例会補正後 出席率  82.61％ 

     メーク 5名  欠席 8名   除外 3名 

 

８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」 

 

第８回くずはロータリークラブ杯 

枚方少年野球ジュニア大会 開会式のご案内  

 

2014年８月３１日（日）  

於：枚方総合体育館 陸上競技場10時～ 

 

今年も多数のチームが参加されます 

会員の皆様ご出席よろしくお願い致します。 

 スタッフポロシャツ着用  

 

気仙沼訪問のお誘い 

 気仙沼南RCにメークアップに行きます。 

  ８月２０日（水）夕刻 伊丹空港より出発  

          仙台泊 

  ８月２１日（木）気仙沼南RC例会出席  

          伊丹空港到着（20時頃） 

  参加費：50,000円程度    
    

      ＊参加ご希望の方は 

    稲田委員長、または事務局までご連絡下さい。 

 

ゴルフ同好会からのお知らせ 

 本年度最初のゴルフコンペを開催します！ 

 ●日時 ：９月１２日（金）９時 OUTｽﾀｰﾄ 

 ●場所：田辺カントリー倶楽部 

 ●会費：5,000円 

 ●締切：8月27日（水） 

   ☆皆様のご参加をお待ちしております！ 


