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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  

夜間例会プログラム   

18:00 開会点鐘 

・友情と親睦の握手 

・ロータリーソング 

  「四つのテスト」 

・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 

  塔下博之 会員 

・外部卓話 

「ロータリー財団」 

 国際ロータリー第2660地区 

 ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長 宮里唯子様 

・謝辞  山口尚志 副会長   

・その他  ニコニコBOX報告 

・19:00 閉会の点鐘  

＜本日の会合＞（敬称略） 

・新会員オリエンテーション 

 17:00～ 於：ひらかた仙亭１F会議室 

 小北、北川、山口尚志、國田、畠仲 

 初木、川上、柏本、塔下、田中商人 
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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１９７４回 夜間例会  

於：ひらかた仙亭 

次回の例会 

１１月４日（水） 

   ＊外部卓話 

  「モンペ座活動報告」 

    座長 犬伏和江 様 

  ＊3分間スピーチ   

         田代ミチル 会員 

本日の歌♪ 

「四つのテスト」 

 

真実か どうか 

みんなに 公平か 

好意と友情を 

深めるか 

みんなのために 

なるかどうか 

  

 

国際ロータリー第2660地区 

ロータリー財団委員長 

宮里唯子様 (茨木西RC） 
 

◆職業 

日本保健衛生協会代表取締役 

 

◆ロータリー歴 

1998    茨木西RC入会 

2003-04 地区世界社会奉仕委員 

2004-07 地区世界社会奉仕副委員長 

2007-08 地区国際奉仕・WCS委員会 

                         委員長 

2009-12 地区研修委員 

2010.12-12.06地区財団FVP委員会  

                副委員長 

2011-15地区災害支援プロジェクト 

                副委員長 

2012-13地区財団FVP委員会 委員長 

2013-14地区財団補助金小委員長 

2014-15茨木西RC会長、地区財団 

           委員会 副委員長 

2015-18地区財団委員会 委員長  

本日のお客様 

 

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。 

 先週はたくさんの方々と滋賀県草津市へ行き、職場見学を実施させていただきました。日本を

代表する熱源機器のパイオニア、川重冷熱工業で、甲子園球場の約10倍にあたる4万坪の敷地

にある立派な工場の最新設備と最新技術を見聞きしてきました。敷地内は大変広く最後の方は

少し疲れましたが、見たことのない施設でしたので大変楽しく勉強になりました。一緒に行って頂

いた方々ありがとうございました。また、橘職業奉仕委員長には大変お世話になりありがとうござ

いました。 

 本日の3分間スピーチ、担当は今平新会員です。今やコンペイちゃんと呼ばれる人気者です。 

よろしくお願いします。 

 また本日の卓話は、昨年S.A.Aとして活躍された白井会員です。白井会員は元銀行にお勤め

で、現在は株式会社タイヨー運送の代表取締役をされています。白井会員の義理のお父様、故

中川会員には、同じ匂いがするせいかよく可愛がっていただきました。大変懐かしく思っていま

す。白井会員は昨年のS.A.Aの経験を生かしていただき、例会の時間を考えながら卓話を終え

ていただきますようお願い致しまして、本日の会長の時間を終わります。 

 

 

3分間スピーチ  今平健一 新会員  

 

 

 皆様こんにちは！新入会員の今平(いまひら)でございます。最近では「コンペイ」と呼んで頂い

ておりまして、名字がコンペイと思っておられる方も居られると思いますが、どちらの呼び方でもヨ

ロシクお願い致します！ 

 今日は自分の事、少しでも知って頂きたいと思い、自己紹介をさせて頂きます。 

 昭和49年6月15日生まれの41歳、双子座のO型です。家族構成は嫁さん、高校3年生の長女、

中学3年生の長男の4人家族です。今年は子供達がW受験で例年とは違い、ピリピリしたムード

になっております。趣味の事を少し…野球同好会に入らせて頂きましたが野球がとにかく好きで 

小学校から中学校まで野球部に入っておりました。中学校の野球部を卒業と同時に草野球の

チームに入部し18年程在籍。長男が野球を始めてからは、草野球は休部をして現在もそうです

が応援に徹しております。 

 次に、車が大好きで同車種が集まるチームを作っております。2ヶ月に1度集まって、車の前で

眺めながら情報交換などしています。年に1度は静岡県浜松市で全国オフ会と題して全国から

60台くらい集まり、同じく情報交換などをしたりして楽しんでおります。後は飲んだり食べたりする

のも好きで、美味しいお店とかあれば、行列に並んでまで食べに行ったりしています。グルメ同

好会もあるとお聞きしておりますので参加してみたいです。 

 また、ゴルフ同好会もあるとの事ですがゴルフは年1・2回、人数合わせで呼ばれてするくらいな

んですが1つ自慢させて下さい。スコアは毎回120から130。6月の50名程のコンペでの出来事、

勿論その時も122でした。しかし、見事にニアピン賞2個とドラコン賞1個獲得しました！表彰式で

3連続で名前を呼ばれて、みなさんからスゴイと大歓声！しかし、次の飛び賞の表彰では下から 

1番乗りに僕の名前が呼ばれて、スコアと獲得賞とのギャップに大爆笑も獲得した事があります！ 

 以上、こんな私ですが、今後とも皆様宜しくお願い致します。 

小北 英夫 会長 

今平健一 会員 



卓話「米山奨学月間にちなんで」 白井博巳 米山奨学委員長 

 

 

 本日は米山月間という事で米山奨学について学びたいと思います。新しい会員の方も多くい

らっしゃいますので、米山奨学とは何か、基本的な事を中心にお話したいと思います。ご存知の

方も多いとは思いますが、お付き合いの程よろしくお願い致します。 

 

★ロータリー米山記念奨学事業とは 

 ロータリー米山記念奨学事業とは、日本のロータリーが作った独自の事業で、34地区全地区が

推進する合同プロジェクトです。事業のはじまりから一貫して、日本で学ぶ外国人留学生を対象

としています。「公益財団法人ロータリー米山記念奨学会」というのは、この事業をおこなうため

に、日本のロータリーが協同して運営する奨学財団で、財源はすべて会員の皆さんからの寄付

で成り立っています。この奨学金の最大の特長は「世話クラブ・カウンセラー制度」です。銀行振

込が多い他の奨学金とは違って、米山奨学金ではロータリー活動に共に参加してもらい、交流

することを大切にしています。 

 米山奨学金は、日本のロータリーの父と呼ばれる米山梅吉氏が亡くなったあと、その功績を永

遠に偲ぶことができる事業をやろうと、1952年東京RCがはじめたものです。アジアから優秀な学

生を招いて研究させようというもので、当時は「米山基金」をいう名前でした。 「二度と戦争の悲

劇を繰り返さないために“平和日本”を肌で感じてもらいたい。」と当時の日本のロータリアンたち

も、人と人との交流こそが平和な世界の基礎を作ると考えていたのです。こうして、東京RCが始

めた「米山基金」はわずか5年で日本の全ロータリークラブの共同事業となり、1967年には財団法

人ロータリー米山記念奨学会が設立されました。 

 

★寄付金は奨学事業に 

 皆さんが米山に寄付したお金は、奨学事業に使われています。昨年度の寄付金は14 億1,474

万円で、過去5年間で最高額だった前年に比べ、さらに約7,700万円増加し利子を合わせると、

収入は全部で14億9,378万円でした。奨学金、地区や世話クラブへの補助費など、事業費として

の支出は全部で12億3,446万円と、収入を大きく下回りました。2013年4月にいったん奨学生採

用枠を100人減らしましたが、寄付金が回復傾向にあるため、2015学年度は720人、2016学年度

はさらに740人枠とすることが決定しています。 次年度、当地区では29名の奨学生を受入れま

すが、受入希望するクラブが50クラブ有り、奨学生の割振り選定についてはクラブ寄付額の多い

順位となっています。（一人当たり年間寄付目標額は3万円） 

白井博巳 委員長 

 

会員増強表彰    

 

  

  

国際ロータリー会員表彰担当チームより

新会員をご紹介いただいた6名の会員

に記念のﾊﾞｯｼﾞが贈られました。 

 源本将人 増強委員長   柿丸裕 会員     山口尚志 副会長     

 小北英夫 会長     原正和 会員     稲田義治 SAA 



2015年 １０・１１月 

日 月 火 水 木 金 土 

１０/２５ 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 

野球同好会 

於：ミキハウス

球場 

  １２：５０ 例会       七つ星歩こう

会ｳｫｰｷﾝｸﾞ 

  

１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ 

   １２：５０例会 ゴルフ同好会

於：ABCｺﾞﾙﾌ

倶楽部 

  

〒573-1121大阪府枚方市楠葉花園町14-2 

樟葉パブリックゴルフ クラブハウス２Ｆ 

電話 072-855-5125 FAX 072-855-5180 
Email: info@kuzuha-rc.jp 

URL:http://www.kuzuha-rc.jp/ 
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第１９７３回 例会出席報告（１０月２１日） 

総会員数 出席者 出席率 

５６名 ３３名 ６３．４６％ 

第１９７０回 例会補正後出席率９０．３８％ 

  メーク７名  欠席５名  除外３名 

ニコニコ箱 合計 \13,000 累計  \472,010 

○本日の配布物 

 ①１０月２8日週報 

 ○本日の回覧物 

 ①1１月例会出席予定確認表 

 ②2015春の初級ライラ報告書 

○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10/25(日)  

       山口伊太郎、高島、米田、日野、粟津、源本 

         多田、林、木﨑、久保、岩渕、今平、小北 

    

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊職場見学を終えた慶びに 

＊職場見学参加のお礼に 

 

小北英夫 

橘喜久夫 

第27回ガバナー杯争奪軟式野球大会 

 

10月２５日試合結果  

くずはRC―吹田西RC  

        ８    １３ 

  

    

   次回の試合は  11月8日（日） 

      開始時間は後日報告 
   於：ミキハウススタジアム（ミキハウス球場） 

      三重県伊賀市治田3760番地 


