
例会プログラム   

１．開会点鐘           森脇嘉三 会長 (交野) 

２．友情と親睦の握手 

３．国歌斉唱・ロータリーソング 『奉仕の理想』 唱和 

４．来賓・お客様の紹介     田中 親睦委員長 (交野) 

５．食事の時間 

６．出席報告           小野忠幸 出席委員長 (枚方) 

                   畠仲  聡 ｸﾗﾌﾞ奉仕副委員長 （くずは）    

                   渋田遵司 出席ﾘｰﾀﾞｰ (交野) 

７．会長の時間          森脇嘉三 会長 (交野) 

８．卓話  『ガバナー公式訪問所感』 

  国際ロータリー第２６６０地区 ガバナー 立野純三 様 

９．記念品贈答               田邉  誠 会長 （枚方） 

10．閉会挨拶                小北英夫 会長 （くずは） 

11．閉会点鐘                       森脇嘉三 会長 (交野) 

12．記念撮影 

13．本日の会合 

＜被選理事会＞上山、小北、畠仲、山口尚志、三木、田中一眞、髙島、川島 

            源本、原、稲田、白井 

＜親睦委員会＞川島、中野、林、瀬川、江口、大橋、田中一眞、白井、柿丸 

        今平、田代、岩渕、森岡、柏本、塔下、久保、吾郷、川上、田中商人 
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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  

「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 

 

    

立野純三ガバナー公式訪問 
第１９８０回 合同例会  

於：ひらかた仙亭 

次回は 

クリスマス家族例会 
１２月１９日（土） 

リーガロイヤルホテル 

 

  １７：００～受付 

  １７：１５～例会 

  １８：００～クリスマス家族会 

  ★和泉元彌氏による狂言 

  ★テーブルマジック 

  ★サンタさんからプレゼント 

  ２０：３０ お開き 

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 

国際ロータリー第2660地区 

ガバナー 立野純三 様 

 

第9回くずはRC杯枚方少年野球 

ｼﾞｭﾆｱ大会決勝戦・閉会式 
 

12月12日(土)13:30～ 

於：交北小学校 

枚方スカイヤーズVS登町イーグルス 

  

4ヵ月に亘る戦いを 

勝ち進んできた 

子ども達にエールを！ 

会員の皆様、 

応援よろしくお願い致します。 

 

スタッフジャンバー着用 

 

 

 

本日のお客様 



  
 

 

 皆さんこんにちは。2015年、この会場での例会は本日が最後となりました。次回の例

会は10日、ガバナー公式訪問がひらかた仙亭にて12時３０分から行われます。そして 

19日はクリスマス家族例会を17時よりリーガロイヤルホテルで行いますので、たくさんの

ご出席をお願い致します。 

 さて、本日は例会前に理事会を開催致しました。2017～18年度ガバナー補佐指名委

員会の原田委員長より宮田会員が指名され、理事会で承認させていただきました。 

直ちに地区に報告し、宮田ガバナー補佐ノミニーの誕生となります。 

次年度はガバナー補佐エレクトとなられ、再来年には国際ロータリー第2660地区3組の

ガバナー補佐になられます。 

 ガバナー補佐といいますのは大変お忙しい役職です。ガバナー補佐は我々くずはの代表として

行ってもらうわけですから、地区での会合があれば担当の方は必ず出席してほしいですし、地区大会

等はくずは全員で出席してほしいと思います。 

 本日所用のため宮田会員は欠席されていますが、改めて時間を設けご挨拶をいただく予定にして

おります。 

 また、2016～17年度のIMロータリーデーは、くずはロータリークラブがホストクラブとなります。 

IMロータリーデー実行委員長・副実行委員長指名委員会の宮田委員長から実行委員長に駕田毅会

員、副実行委員長に國田欣吾会員の指名があり、理事会で承認させていただきました。この後、すぐ

に日程・場所等を決定し、地区に報告していただかなければなりません。 

 このIMロータリーデーを「さすがくずはやな」と言われるように、実行委員長のもと全会員で成功に向

かっていかなければなりませんので、ご協力よろしくお願いいたします。 

 本日は、クラブ全員協議会「年次総会」です。 どうぞよろしくお願いいたしまして会長の時間を終わり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小北 英夫 会長 

記念品贈呈 12月入会記念日・お誕生日祝 

 

入会記念日祝 駕田 毅 会員  入会記念日祝 山口伊太郎 会員 入会記念日祝 初木賢司 会員 

  誕生日祝 岩本昌治 理事   誕生日祝 小北英夫 会長  誕生日祝 山口尚志 副会長     誕生日祝 柿丸裕 会員 

会長の時間  



 

【第６回定例理事会報告】1２月２日開催 

＊報告事項 

①11月会計報告 ― 特殊詐欺防止横断幕代・百科事典代・例会食事代・事務所例会場賃借料他 合計 \1,191,984- 

②第9回くずはRC杯枚方少年野球ジュニア大会決勝戦・閉会式の件 ― 12/12(土)13:30～ 

③長期計画委員会へ協議依頼 （内容：東北支援について/委員会構成について） 

④クリスマス家族例会の件 ― 和泉元彌氏との出演契約締結完了 
 

＊協議事項 

①新会員候補者 長友克由氏の件                                                 可決承認 

②会員職業・事業PR作成の件 ― 年度内に会員が閲覧できるよう作成                           可決承認 

③枚方RC55周年式典の件 ― 2016年1月24日ホテル京阪ﾕﾊﾞｰｻﾙﾀﾜｰ 会長・幹事出席               可決承認 

④気仙沼RC奨学金交付式の件 ― 2016年1月26日気仙沼RC例会にて 出席                      可決承認 

 

＊審議事項  

①17-18年度ガバナー補佐選出の件 ― 宮田明会員を指名                                 可決承認 

②16-17年度IMロータリーデー実行委員会の件 ― 委員長駕田毅会員・副委員長國田欣吾会員を指名       可決承認 

③16-17年度地区出向者の件 ― 初木賢司会員(国際)林宏毅会員(職業)粟津直晶会員(社会)に推薦         可決承認   

④米山奨学寄付の件 ― 今まで通り年2回普通寄付として送金                                 可決承認  

⑤1月6日新春祝賀例会の件 ― 会場は通常通り その他はSAAに一任                           可決承認 

 

＊追認事項 なし                

 

 

2016～17年度理事・役員ならびに2017～18年度会長が決定しました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 ＜青少年奉仕委員会よりお知らせ＞ 

   枚方市内92校の留守家庭児童会に百科事典を寄贈 

 

   去る12月2日例会終了後、枚方市立山之上小学校留守家庭児童会室を訪問、小北会長より子ども達に百科事典を 

   手渡していただきました。1冊の本をお友達と仲良くテーブルまで運び、興味津々の表情でページをめくりながら喜ん 

   でくれました。読書を通じいろいろな知識を身に着けてくれることを願っています。 

クラブ協議会【年次総会】 

・会    長 上山 芳次 会員    ・理    事  髙島 叔孝 会員 

・直 前 会 長 小北 英夫 会員    ・理    事  川島 吉博 会員 

・副 会 長  畠仲   聡 会員    ・理    事  源本 将人 会員 

・幹    事  三木   彰 会員    ・理    事  稲田 義治 会員 

・会    計  白井 博巳 会員    ・理    事      原   正和 会員 

・Ｓ ．Ａ . Ａ  

・2017～18年度会長        

田中 一眞 会員

山口 尚志 会員 

    



2015年 １２月 

日 月 火 水 木 金 土 

６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 

   10日に変更のため    

例会はありません 

Ｇ公式訪問 

合同例会    

於:仙亭12:30 

 くずは杯少年野球大会

決勝戦・閉会式     

13:30～交北小学校 

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ 

枚方少年野球

連盟懇親会 
  19日に変更のため   

例会はありません 

  クリスマス家族例会 

リーガロイヤルホテル 

17:00～受付      

17:15～例会・Xmas会 

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ 

   祝日（天皇誕生日）    

〒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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   国際ロータリー 第2660地区 

   創立：1974年5月30日 承認：1974年6月25日 

       クラブ名称変更承認：2005年6月  6日 

   会    長   小北 英夫   

   広報委員長   田中 一眞 

第１９７９回 例会出席報告（1２月２日） 

総会員数 出席者 出席率 

５６名 ３５名 ６７．３１％ 

第１９７６回 例会補正後出席率８０．００％ 

  メーク５名  欠席１名  除外１名 

ニコニコ箱 合計\25,000 累計  \578,010 

○本日の配布物 

①１2月10日週報 

②立野純三ガバナープロフィール 

③第14回七つ星歩く会ウォーキングのお誘い 

○本日の回覧物 

①1月例会出欠予定確認表 

②第9回くずはRC枚方少年野球ジュニア大会出欠表 

○地区行事等出席報告（敬称略）  

12/4 地区大会晩餐会          小北、山口尚志 

12/5地区大会本会議   

    小北、山口尚志、米田、北村、 髙島、宮田、初木 

   山中、駕田、日野、今中、木﨑、源本、中野、上山 

   山口伊太郎、稲田、岩本、原田、 國田  

12/9 地区社会奉仕委員会             木﨑 

 ○地区行事等出席予定（敬称略）   

1/24 枚方RC55周年式典           小北、米田 

2/6  戦略計画委員長会議 

2/6  国際奉仕（本・次年度）委員長会議 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 
 

＊久しぶりの栄誉を授かりありがとうございました 

＊入会記念日祝品を頂いたよろこびに 

＊入会記念日祝品をいただいて 

山中  卓 

初木賢司 

駕田  毅 

 

ロータリーレート  

12月 １＄＝１２０円 


