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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  

例会プログラム   

 

12:50 開会点鐘 

・友情と親睦の握手 

・ロータリーソング 

  「我等の生業」 

・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 

・3分間スピーチ 

  今平健一 会員 

・卓話 

「米山月間に因んで」 

 白井博巳 米山奨学委員長    

・その他  ニコニコBOX報告 

・13:30 閉会の点鐘  

＜本日の会合＞（敬称略） 

・16-17年度理事役員指名委員会 

 12:00～ 於：事務局 

 原田、小北、上山、髙島、山口尚志 

・歴代会長会議 

 13:35～ 於：例会場 

  今中、北村、藤原、山中、宮田 

  駕田、岩本、山口伊太郎、髙島 

  北川、原田、小北、上山、山口尚志 

・新会員オリエンテーション 

 13:35～ 於：ゴルフ場３Fﾚｽﾄﾗﾝ 

  國田、畠仲、初木、吾郷、江口 

  今平、川上、柏本、大橋、田代 

  田中商人、塔下 
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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１９７３回 例会  

於：くずはゴルフ場 

次回は夜間例会 

１０月２８日（水）18時～ 

於：ひらかた仙亭４F 

   ＊外部卓話 

  「ロータリー財団について」 

  RI第2660地区財団委員長 

    宮里唯子 様 

  ＊3分間スピーチ   

         塔下博之 会員 

本日の歌♪ 

「我等の生業」 

 

我等の生業 

さまざまなれど 

 集いて図る心は一つ 

求むるところは平和親睦 

（やわらぎむつび） 

 力むるところは 

向上奉仕 

おお ロータリーアン  

 我等の集い 

  

※出欠のお返事は本日中に                

米田幹事または事務局まで！ 

 

2015-16年度地区大会のご案内  
 

 

 於：リーガロイヤルホテル 

 18:３0～開宴 

 ＊関西二期会の夜オペレッタ 

  「こうもり」 

 

 於大阪国際会議場  

 11:00～開会 

 12:00～休憩 ※お弁当有（吉兆） 

 13:15～式典 

 15:00～講演 特別シンポジウム「究極の職業奉仕」 

        基調講演①「免疫難病治療ー大阪から世界へ」 

            ②「がんは治る:がん免疫治療薬PD-1抗体」 

 17:30 閉会 

  



会長の時間   
 

 

 皆さんこんにちは。 

 8日に枚方市追悼式がありました。この式は、過去の戦争や禁野の火薬庫の大爆発、市内の消

防活動など公務中に亡くなられた方々の御霊を追悼するとともに、恒久平和を祈念するため開

催されています。くずはロータリークラブとして献花をしてまいりました。また、大橋会員も来賓とし

て出席されていました。 

 今、私の子どもの頃には無かった犯罪が増えています。10日には我がクラブの國田会員が会

長をされています枚方警察署管内防犯協議会の特殊詐欺被害防止横断幕寄贈に対する感謝

状授与式が、枚方市役所別館にて催され、市長の来賓のなか、枚方警察署長より米田幹事と一

緒に感謝状をいただきました。 

 さて、本日は久しぶりに職業奉仕委員会の職場見学があります。本日のお客様には、川重冷

熱工業㈱西日本支社主任の中西 淳治様にお越しいただきました。このあと卓話をしていただ

き、職場見学でもお世話になります。中西様お忙しい中をありがとうございます。本日はどうぞよ

ろしくお願いいたします。以上で会長の時間を終わります。 

小北 英夫 会長 

  入会記念日祝 小北英夫 会長    入会記念日祝 原 正和 会員     誕生祝 今中七郎 会員      誕生祝 稲田義治 SAA 

記念品贈呈 １０月入会・誕生日祝 

 

※横断幕は枚方市役所本館正面に掲示されています 

２０１５年１０月１０日(土)9:00～10:00 

於：枚方市役所別館４F第2委員会室 

  

  

平成２７年度 枚方市追悼式 

2015年10月8日（木）13:00～13:30 

於：枚方市市民会館大ホール 

 

 

 

 

 

 

 

 

  戦争で亡くなられた方々、枚方市のために殉職された 

  方々の御霊を敬うため、昨年同様くずはRCとして出席 

  致しました 

特殊詐欺被害防止横断幕寄贈に対して 

感謝状を授与 



【第4回定例理事会報告】10月14日開催 

＊協議事項 ・クリスマス家族例会の件 2015年12月19日(土)ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ  

＊審議事項 ①会員候補者入会までの手続きについて 入会規定の説明 

          増強・選考・分類委員会推薦で理事会審議、理事会承認を得て既存会員の了承後、 

          候補者の意志確認をとり入会となる 

         ②16-17年度理事役員指名委員会の件    指名委員 小北、原田、髙島、上山、山口尚志      承認  

         ③東日本豪雨災害（9月豪雨）義捐金の件  一人当たり約千円 クラブより6万円を送金 

                                     ニコニコBOXから拠出、ﾆｺBOX 委員会へ依頼要 承認  

         ④ｿﾛﾌﾟﾁﾐｽﾄﾊﾞｻﾞｰ協賛の件           例年通り3万円協賛                     承認 

         ⑤もんぺ座支援金の件           例年通り3万円協賛                     承認                 

＊追認事項 ・献血活動協賛金の件              9/27（日）3万円の拠出                    承認 

湯北哲也部長はじめ中西主任、パイプシール㈱松尾社長 

光洋㈱桑村課長代理と事前打ち合わせを行いました 

（9月29日(火)10時より川重冷熱工業㈱西日本支社にて） 

「職場見学 川重冷熱工業㈱ 滋賀工場」 2015.10.14 例会終了後 

 
  

     公私ご多用にもかかわらず、多数の会員皆様にご参加を頂きありがとうございました。     職業奉仕委員会 

主任 中西様、滋賀工場 参与 斉藤様、主事 川瀬様より説明          

高効率ナチュラル  

チラー「エフィシオ」が

2013年日刊工業新聞

十大新製品賞を受賞      

卓話者 中西淳治様       



2015年 １０・１１月 

日 月 火 水 木 金 土 

１０／１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ 

   １２：５０ 例会        

新会員ｵﾘﾝﾃｰｼｮﾝ    

歴代会長会議 

   

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        

もんぺ座来訪       

定例理事会 

   

８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ 

   １２：５０ 例会       七つ星歩こう

会ｳｫｰｷﾝｸﾞ 
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第１９７２回 例会出席報告（１０月１４日） 

総会員数 出席者 出席率 

５６名 ３４名 ６４．１５％ 

お客様 中西淳治様（川重冷熱工業㈱） 

第１９６９回 例会補正後出席率８４．６２％ 

  メーク４名  欠席８名  除外３名 

ニコニコ箱 合計 \41,000 累計  \459,010 

○本日の配布物 

 ①１０月２１日週報 

 ○本日の回覧物 

 ①1１月例会出席予定確認表 

 ②10月28日夜間例会出欠確認表 

 ③15-16年度少年少女ﾆｺﾆｺｷｬﾝﾌﾟ報告書・フォトブック 

 ④LIP10月号 

 ⑤14-15年度ロータリーフェスティバル報告書 

○地区行事等出席報告（敬称略）   

10/20地区災害支援委員会              初木 

○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  

○メークアップ（敬称略） 

 野球9/27(日)    山口伊太郎、米田、國田、日野、源本 

            多田、稲田、木﨑、岩渕、久保、田代  

 野球10/4(日) 米田、高島、國田、源本、粟津、原、木崎 

         多田、久保、川上、今平、田中商人、岩渕 

職場見学10/14  吾郷、粟津、畠仲、日野、今平、稲田 

        今中、岩本、川上、北川、北村、小北、久保 

        國田、三木、源本、大橋、橘、高島、田中商人 

        田代、上山、山口尚志、米田      ２４ 名  

 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊これからもよろしく 

＊無事に「秋の諸行事」を乗り越えつつある慶びに 

 

今中七郎 

 

山口尚志 


