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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 

・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 

・3分間ｽﾋﾟｰﾁ  

 岩渕信廣会員 

・クラブ協議会 

「年次総会」 

・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・順不同） 

＜定例理事会＞10:30～ 

 小北、上山、原田、山口尚志 

 多田、稲田、岩本、橘 

 粟津、源本、木﨑、川島、三木 
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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１９７９回 例会  

於：くずはゴルフ場 

次回の例会 

１２月１０日（木） 

ひらかた仙亭12:30 

ガバナー公式訪問 

 ＊事前懇談会 11:20～ 

   会長、副会長、幹事 

 

 ＊卓話「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 

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！ 

 

 

 

【１２月 入会記念日】 

藤原和彦会員 S６１．１２． ３ 

駕田 毅会員 H ４．１２．２３ 

山口伊太郎会員  H１３．１２． ５ 

初木賢司会員 H１３．１２． ５ 

  

【１２月 お誕生日】 

岩本昌治会員 Ｓ２０.１２．２０ 

小北英夫会員 Ｓ２７.１２． １  

山口尚志会員 Ｓ２９.１２． ３ 

柿丸 裕会員 Ｓ４９.１２．１９  

 

クリススマス家族例会    

２０１５．１２．１９(土) 

リーガロイヤルホテル大阪 

17:00～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 

 ★サンタさんからのプレゼント 

 



会長の時間   
 

 

 皆さんこんにちは。 

本日10時に枚方市の市長室で百科事典贈呈式がありました。青少年奉仕委員会の

ロータリー財団の地区補助金を使った事業で枚方市内の小学校の留守家庭児童会に

百科事典をお贈りし、伏見市長より感謝状をいただきました。毎年このような枚方市の

ために寄贈してもらうのはくずはロータリークラブだけらしいです。 

会員の皆様にも、どうぞよろしくお伝えくださいとのことでした。 

 さて、本日は3回目のガバナー補佐訪問、補佐との協議会がございます。今までは各

理事の皆さんから一人づつ報告していただきましたが、本年度は米田幹事がそれらの

報告をまとめてパワーポイントを使いながら、わかりやすく報告させていただきます。 

 ガバナー補佐から総評して頂いた後、地区へのご質問、ご意見もお聞かせいただきたいと思いま

す。どうぞよろしくお願い申し上げまして会長の時間を終わります。 

 
 

 

岩本ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問 「クラブ協議会」 

 

クラブ事業進捗状況報告  米田勉 幹事 

 

＜クラブ奉仕部門＞ 

１．クラブ奉仕委員会 

 来年2016年5月21日（土）記念すべき2000回目の例会を開催予定 

２．クラブ研修委員会 

①会員研修の実施 

 ・8月19日 「くずはロータリークラブの未来、予想と創造」をﾃｰﾏにディスカッションを行う      

 ・10月21日及び28日 新会員のためのオリエンテーションを実施 

 ・11月17日 新会員の研修をかねて枚方RCへ訪問（メーキャップ） 

 ・11月25日 ロータリー歴10年以下の会員研修会 

３．親睦委員会 

 会員相互の親睦、ご家族にも親睦の輪を広めるため2回の家族会を予定（クリスマス・春） 

４．広報委員会 

 ①対内的―週報はＡ４4ページで構成し、表紙を含め一新 

 ②対外的―少年野球大会、柔道大会、献血運動、交通安全運動など奉仕活動を通じてロータリー

を広報。今年度、少年野球大会では「くずはﾛｰﾀﾘｰって何？」というチラシを200枚配布 

５．プログラム委員会 

 ①今年度は外部卓話を月1回実施、早朝・夜間例会の実施 

 ②会員のタイムリーな情報提供の場として3分間スピーチを実施  

６．会員増強委員会 

 今年度スタートしてから8月に7名、9月に2名合計9名の新らしい仲間が入会 源本増強委員長が 

 「会員増強年度（ First  Project ）」を企画及び立案し、クラブ全員で増強に力を入れている 

  

＜職業奉仕部門＞ 

 10月14日、川重冷熱工業㈱滋賀工場にて職場見学を実施   

 

＜社会奉仕部門＞ 

①社会を明るくする運動街頭キャンペーン  ②枚方フェスティバル協議会に協賛  

③枚方社会福祉協議会評議員参加 ④東日本大震災復興支援 東北気仙沼訪問を８月実施 

⑤献血キャンペーン年2回実施    ⑥交通安全運動啓発キャンペーン 年2回実施  

⑦特殊詐欺被害防止横断幕を寄贈 ⑧東日本豪雨災害義捐金地区へ送金 

小北 英夫 会長 

 岩本静江 ガバナｰ補佐 

 



＜国際奉仕部門＞ 

１．国際奉仕員会 

継続事業 タイ国チェンライのアカ族への識字率向上活動に支援     

２．米山奨学委員会 

 ①10月米山月間 月間に因んだ卓話を実施  

３．ロータリー財団委員会 

 ①年次寄付  1人当たり150ドル  ポリオ1人当たり50ドル 

 ②特別寄付   ベネファクター  1名     
 

＜青少年奉仕部門＞  

 ①第9回くずはロータリークラブ杯枚方少年野球ジュニア大会 ７６チームが参加 

 ②北河内柔道大会の支援    

 ③ボーイスカウトの支援 9月2日 例会 「ボーイスカウト活動報告」卓話 

 ④地区行事ライラ・ニコニコキャンプへの協力 

 ⑤枚方市留守家庭児童会92ヵ所へ百科事典寄贈  
 

＜長期計画＞ 

当クラブでは数年前より、クラブ事業は単年ではなく継続性が重要であり、その事業に

対しての監事が必要であることにより、昨年長期計画委員会を発足 
 

 

 

 

会員（入会10年以下の会員）研修会 

 

2015年11月25日(水)於：木曽路 枚方店  

 18:00～20:30 

司会進行  研修委員会 畠仲会員 

 

― 第1部 ― 

１．開 会   

２．会長挨拶    小北英夫 会長 

３．研修委員長挨拶 國田欣吾 委員長 

４．講 和     髙島叔孝 歴代会長 

５．閉 会  

 

― 第2部 ― 

１．開 会         

２．乾 杯     原田武夫 直前会長          

３．総 評     上山芳次 会長エレクト 

４．閉 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

【出 席 者】（敬称略） 小北、原田、上山、山口尚志、米田、岩本、川島、粟津、多田、三木、國田、畠仲 

               初木、髙島、橘、林、久保、瀬川、今平、大橋、塔下、田代、田中、森岡  ２４名 

米田 勉 幹事 



2015年 １２月 

日 月 火 水 木 金 土 

11/２９ ３０ １２／１ ２ ３ ４ ５ 

   １２：５０例会        

クラブ協議会年次総会 

 地区大会 地区大会 本会議   

於：大阪国際会議場 

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～例会 

〒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/ 

KUZUHA ROTARY CLUB 発 行 

   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１９７８回 例会出席報告（1１月２５日） 

総会員数 出席者 出席率 

５６名 ２６名 ５７．６９％ 

第１９７５回 例会補正後出席率８３．３３％ 

  メーク７名  欠席８名  除外２名 

ニコニコ箱 合計 \0 累計  \553,010 

○本日の配布物 

①１2月2日週報 

②ロータリーの友12月号 

③16-17年度理事・役員候補者一覧 

○本日の回覧物 

①1月例会出欠予定確認表 

③ガバナー月信12月号 

○地区行事等出席報告（敬称略）  

11/25百科事典寄贈式   

       小北、山口尚志、宮田、米田、粟津、稲田 

11/25会員研修会    小北、原田、上山、山口尚志 

      米田、岩本、川島、粟津、多田、三木、國田 

         畠仲、初木、髙島、橘、林、久保、瀬川 

          今平、大橋、塔下、田代、田中、森岡   

 ○地区行事等出席予定（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 

 

15-16年度地区大会  

2015年12月４(金)～5日(土) 

＊12/4 RI会長代理夫妻歓迎晩餐会 

     於：リーガロイヤルホテル 18:30～ 

＊12/5 本会議 於：大阪国際会議場  

   10:15～会場 

   11:00～開会 

   12:00～休憩 ※お弁当有（引換は12時半まで） 

   13:15～式典 

   15:00～講演 特別シンポジウム「究極の職業奉仕」 

        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  

  ※名札はお忘れなく必ずご持参ください！ 

  ※お弁当の引換は12:30までとなっています！       

ロータリーレート  

12月 １＄＝１２０円 


