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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 

  「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 

   山口伊太郎会員 

・卓話 

 「親睦事業について」 

  川島吉博 親睦委員長 

・その他  ニコニコBOX報告 

・13:30 閉会の点鐘  
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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１９７６回 例会  

於：くずはゴルフ場 

次回の例会 

１１月１８日（水） 

   ＊卓話 

   久保   勉 会員 

  ＊3分間スピーチ   

        田中 一眞 会員  

  ＊会合 親睦委員会 

    例会終了後開催  

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 

 

 

 

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」 

              大阪大学名誉教授 岸本忠三 氏               

            ②「がんは治る:がん免疫治療薬PD-1抗体」 

                                               京都大学名誉教授 本庶 佑 氏 

 17:30 閉会 



会長の時間   
 

 

 皆さんこんにちは。11月に入って朝晩が冷え込んできました。風邪などひかれないよう

お気をつけ下さい。 

 先週もお話しましたが、ガバナー杯野球大会は３勝1敗でくずはのリーグ１位通過が

決まりました。11月8日サントリー球場で別リーグ１位通過の八尾東と決勝戦を戦いま

す。お時間のある方はぜひ応援に行っていただきたいと思います。 

 さて、本日はお客様として人形劇団もんぺ座の方々にお越しいただきました。もんぺ

座の方々とは長きにわたって支援させていただいていますが、手作りの人形を使って、

手作りのストーリーで、幼稚園、保育園、小学校、老人ホーム他幅広く活躍され、枚方

市以外でも色々な所で講演されています。代表の犬伏様は、大きな病気をされたとお

話されていましたが、今日も元気にお越しいただきました。やっぱり人形劇団もんぺ座は犬伏様がい

てこその「もんぺ座」です。うれしいです。今日も楽しいお話をよろしくお願いいたします。 

これで会長の時間を終わります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小北 英夫 会長 

11月入会記念日祝 

 

くずはロータリークラブ同好会「七つ星歩こう会」紹介 
 

 

 ★代表幹事 ― 岩本昌治 会員  

 ★随時参加型 

 ★入会金・年会費 ― なし 交通費等実費 

 ★ＰＲ ― 健康第一、自分の足で自分のペースで心清く、正しく、美しい歩行を！ 

 

     北川順清 会員          畠仲 聡 会員           岡山量正 会員        田中一眞 会員 

     原田武夫 会員          岩本昌治 会員           髙島叔孝 会員         



【第５回定例理事会報告】1１月４日開催 

＊報告事項 

①10月会計報告 ― 中途入会者地区資金、もんぺ座支援、ｿﾛﾌﾟﾁﾐｽﾄﾊﾞｻﾞｰ協賛金、職場見学費他  合計 \１，４０３，３５７- 

②枚方市留守家庭児童会百科事典寄贈式 ― 11/25(水)10時～枚方市役所 出席者：小北・山口尚志・宮田・粟津・米田・稲田 
 

＊協議事項 

①11/25(水)第3回ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐とのｸﾗﾌﾞ協議会の件 ― 時間の関係上、幹事が代表し事業進捗状況を報告     可決承認 

②12/10（木）ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問合同例会の件 ― ホスト：交野 くずは①出席報告(副会長) ②閉会の挨拶（会長） 可決承認 

 

＊審議事項  

①新会員研修（枚方ＲＣへﾒｰｸｱｯﾌﾟ）の件 ― 新入会員、副会長、幹事、ＳＡＡ、研修・会員増強委員長とで 

                                                              枚方ＲＣへ勉強も含めﾒｰｸｱｯﾌﾟに行く ﾋﾞｼﾞﾀｰﾌｨは各自負担とする 可決承認 

②会員研修(10年以下会員)の件―11/25(水)18:00～20:30 於：木曽路枚方店出席者：入会10年以下会員、理事役員 

   研修委員約35名、一部は研修（髙島会長経験者の講話）、二部は懇親会、参加費5千円 （一部クラブ負担） 可決承認 

③クリスマス家族例会・春季家族例会の件 ― ｸﾘｽﾏｽについては参加費等                         可決承認   

                                                            春季家族例会はチケット手配等の為開催日時（2016/4/2（土））決定 可決承認 

 

＊追認事項  

①東日本豪雨災害義捐金の件 ― ニコＢＯＸ委員会より資金使途・拠出金額について問題なしの返答あり        承認                

３分間スピーチ   田代 ミチル 会員 
 

    私は長尾でクレーン会社を営んでおります。結婚を機に枚方に参りました。同じ大

阪ですが、出身は箕面市なので、当初は知り合いもおらず、淋しい思いをしたことも有

りました。 

 10年前に主人の仕事を手伝い始め2年前に商工会議所青年部にも入会し、今は知

り合いも増えました。そして、多くの方と知り合い地域の事を知る機会を頂き、自分自

身の中で今までとは違う意識が生まれてきました。 

 自分自身のとらえ方により、物事はいろんな形に変わる。周りが幸せで有るならば、

自分自身も幸せな気分になれる。そして周りを幸せにしようとする努力は自分自身の

成長と幸せに繋がるということ、幸せになれる道のりが険しければ険しいほど達成した

時の喜びは増すということ。 

 しかし、まだまだ未熟者であります。気づきだけで終わらぬよう諸先輩方の教えを頂きこれからもこ

の気持ちを忘れずに、くずはロータリークラブの一員として活動を通して成長できるように頑張って参

ります。どうぞよろしくお願い致します。 

   

 

 

外部卓話「人形劇団 もんぺ座 」 座 犬伏 和江 様 

 

 

   座長 犬伏和江 様                  活動報告             今年度の支援金を授与 

 

   田代ミチル 会員 



2015年 １１・１２月 

日 月 火 水 木 金 土 

１１／８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ 

   １２：５０ 例会       

卓話 川島親睦委員長      

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       

卓話 久保 勉 会員  

親睦委員会 

ゴルフ同好会

於：ABCｺﾞﾙﾌ

倶楽部 

  

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ 

野球同好会  

ｶﾞﾊﾞﾅｰ杯  

決勝戦      

於：柏原高校 

試合開始9時 

 幹事会      

大東市民会館 

１２：５０例会        

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問     

ｸﾗﾌﾞ協議会開催    

百科事典寄贈式    

会員研修会（10年以下） 

   

２９ ３０ １２／１ ２ ３ ４ ５ 

   １２：５０例会        

年次総会クラブ協議会 

   

〒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１９７５回 例会出席報告（1１月４日） 

総会員数 出席者 出席率 

５６名 ３８名 ７１．７０％ 

お客様 犬伏和江 様  田村都志 様  

    森瀬裕美子 様 田中明美 様(もんぺ座) 

第１９７２回 例会補正後出席率８１．４８％ 

  メーク１０名  欠席１０名  除外２名 

ニコニコ箱 合計 \32,000 累計  \535,010 

○本日の配布物 

①１１月１１日週報 

②15-16年度クリスマス家族例会のご案内 

○本日の回覧物 

・15-16年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問合同例会出席確認表 

○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  

 11/24第2回幹事会                   米田 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊沢山の新入会員さん達が入会された喜びに 

＊入会記念品を頂いた喜びに 

＊人形劇もんぺ座のご挨拶と演技に感謝して 

＊入会祝を頂きましてありがとうございます 

＊いつもご支援ありがとうございます心より感謝 

 致しております笑顔を忘れず頑張ります 

*これからも人形劇頑張ります 本日はありがとう 

 ございました 

*本日はありがとうござました 

原  正和 

北川順清 

北村  隆 

田中一眞 

 

犬伏和江 

 

田村都志 

森勢裕美子 

第27回ガバナー杯争奪軟式野球大会決勝戦 

11月２２日（日） 

集合：8時 試合開始：９時 

くずはRC 対  八尾東RC 

  於： 柏原高校グラウンド 
     柏原市本郷5丁目993 ℡072-972-1565 

     応援よろしくお願い致します！ 


