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2015～16年度 理事・役員 

会長 小北英夫  直前会長 原田武夫  会長エレクト 上山芳次  副会長 山口尚志  幹事 米田 勉   

       SAA 稲田義治  会計 多田利生  理事（長期計画）岩本昌治  理事（職業奉仕）橘喜久夫   

        理事（青少年奉仕）粟津直晶    理事（社会奉仕）源本将人  理事（国際奉仕）木﨑信也  

例会・新入会員歓迎会プログラム   

 

― 第1部 例会 ― 

12:50 開会点鐘 

・友情と親睦の握手 

・国家斉唱 

・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 

   出席状況報告ほか 

 

    

・「職業奉仕月間に因んで」 

    橘喜久夫 職業奉仕委員長 

・外部卓話「川重冷熱工業案内」 

 川重冷熱工業㈱西日本支社 

    主任 中西淳治 様 

・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 11:30～ 

 小北、上山、原田、山口尚志 

 米田、多田、稲田、岩本、橘 

 粟津、源本、木﨑、川島、宮田 

 

・職場見学会 例会終了後 

 川重冷熱工業㈱滋賀工場   
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「仲間と共に～       ～」 

  

国際ロータリーテーマ 

 

2015～16年度 クラブテーマ 

 

    

第１９７２回 例会  

於：くずはゴルフ場 

 

 

次回の例会は 

１０月２１日（水） 

   ＊卓話 

  「米山月間にちなんで」 

    白井博巳 委員長 

  ＊3分間スピーチ 

     今平健一会員 

   

本日の歌♪ 

「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 

 

おめでとうございます！ 

 

 

 

【１０月 入会記念日】 

小北英夫会長 H ６．１０． ５ 

原 正和会員 H１６．１０．２７ 

 

【１０月 お誕生日】 

今中七郎会員 T１２．１０． ６ 

稲田義治会員 S４７．１０．１１ 

片桐公秀会員 S３４．１０．２２ 

 

 

 

本日のお客様 

 

川重冷熱工業㈱西日本支社 

 主任 中西淳治 様 

 

 本日の外部卓話講師 

 例会終了後、職場見学先に 

 同行してくださいます。 



会長の時間   
 

 皆さんこんばんは。日曜日牧野生涯学習市民センターで献血活動を地元の方々と14名の会

員で参加し協賛金をお渡ししました。参加して頂いた方々ありがとうございました。25日５ロータ

リー親睦ゴルフ大会がありました。団体の部は交野ロータリークラブが優勝しました。個人の部も

交野の方が優勝しましたが飛び賞はくずはがほとんどでした。 

 ベストグロスは我がクラブの自慢のエース片桐会員が圧倒的なスコアで獲得しました。来年はく

ずはがホストとなりますが、くずはには隠れゴルファーが沢山おられると思います。塔下会員をは

じめ、ぜひ次はご参加をお願いします。 

 本年度８名の方が入会されましたが、本日9人目となります田中商人さんが入会されました。田

中さんは元ロータリアンでしたが、くずはロータリークラブのメンバーとして心機一転、頑張ってい

ただきたいと思います。このあと入会式をしますし、新入会員歓迎会で皆さんとお祝いしたいと思

います。 

 本日の卓話は國田研修委員長がされます。ロータリーに対する熱い思いを持っておられお話

も上手です。精一杯お話されますので精一杯お聞きしたいと思います。本日の夜間例会に沢山

の出席をいただきました 本当にうれしいです。以上で本日の会長の時間を終わります。 

ありがとうございました。 

 

 

入会式 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓話「新入会員の皆様へ」 國田欣吾 研修委員長 

 
A）ロータリーとは  

 まず初めに申し上げることは、ロータリーを知るには例会の出席と理事会に認められたクラブ事

業に参加する事で、一番早く理解できると思います。 

つまり、ロータリーとは「利他の心を養い、人を育てるとともに献身的な奉仕活動を行う世界的な

団体」であり、ようするに社会貢献と自らの企業倫理を学ぶところである。 

 

B）ロータリーの目的としては 

１．知り合いを広めることによって奉仕の機会とする。 

２．職業上、高い理念基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識して社会を奉仕す

る機会としてロータリアンの各自の職業を高潔なものとする。 

３．ロータリアン一人一人が個人として事業及び社会生活において日々、奉仕の理念を実践す

る事。奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、平和を

推進する事。                                        

小北 英夫 会長 

田中 商人 会員 
①年   齢  ４５才 

②事 業 所  ㈱アド毎広 代表取締役 

③事業所所在地  

         寝屋川市石津元町１５－１５  

④自  宅  枚方市香里ケ丘８－３１－１  

⑤職業分類 看板業 

⑥推 薦 者  稲田義治 

國田欣吾委員長 



夜間例会・新入会員歓迎会 



2015年 １０・１１月 

日 月 火 水 木 金 土 

10／１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ 

 体育の日  １２：５０例会        

11:30～定例理事会        

例会終了後～職場見学        

   

１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ 

   １２：５０例会        

新会員ｵﾘﾝﾃｰｼｮﾝ 

   

２５ ２６ ２７ ２８ ２８ ３０ ３１ 

   １８：００夜間例会     

外部卓話 

   

１１／１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

  文化の日 １２：５０例会        

定例理事会 
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第１９７１回 例会出席報告（９月３０日） 

総会員数 出席者 出席率 

５６名 ４３名 ８４．３１％ 

第１９６８回 例会補正後出席率８７．０４％ 

  メーク７名  欠席７名  除外１名 

ニコニコ箱 合計 \36,000 累計  \418,010 

○本日の配布物 

 ①１０月１４日週報 

 ②職場見学先パンフレット 

 ③ロータリーの友10月号 

 ④七つ星歩く会ウォーキングへのお誘い 

○本日の回覧物 

 ①1１月例会出席予定確認表 

 ②ガバナー月信10月号  

○地区行事等出席報告（敬称略）   

10/8 枚方市追悼式               小北、大橋 

10/10 防犯グッズ寄贈に対する感謝状の贈呈式  

                                                   小北、米田、國田 

○地区行事等出席予定（敬称略）   

 11/17 My Rotaryに関するｾﾐﾅｰ       米田、田中  

 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊スーパームーンが見れた喜びに 岡山量正 

第27回ガバナー杯争奪軟式野球大会 

 

 10月４日試合結果 くずはRC―大阪うつぼRC  

            ５      ２ 

第9回くずはRC杯枚方少年野球ジュニア大会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9月30日読売新聞に途中結果が掲載されていました。 

                情報提供 髙島叔孝会員 

 


