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 第１９５０回 例会 

２０１５年４月１日（水） くずはゴルフ場 

2014～15年度 クラブテーマ 

『 和を以て貴しとなす 』 

今後の予定  

４月  ８日（水） 

夜間例会  開始18時より 

・卓話 川島吉博 会員 

・新入会員歓迎会19時より 

 於：くずはモール「みん」 

 

４月１５日（水） 

・新旧ガバナー補佐訪問 

・新旧合同クラブ協議会 

・被選理事会 

 

４月２２日（水） 

・地区協議会報告 

 次年度5大奉仕委員長  

 

 

「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 

３分間スピーチ 

4月   ８日 多田利生会員 

４月１５日        ― 

例会プログラム   ４月ロータリー雑誌月間 

●12:30 開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●国歌斉唱 

●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分間スピーチ 

   嶋田愛親 会員    

●卓話 

 「ＲＦについて」 

 岡山量正 幹事 

●その他  

  ・ニコニコＢＯＸ報告 

●13:30 閉会の点鐘 

●本日の会合 

＜定例理事会＞ 

 原田、小北、北川、上山、岡山、國田 

 白井、宮田、初木、林宏毅、田中、稲田 

 源本、米田 

 4月8日(水)は夜間例会及び新入会員歓迎会 
 

○日 時：201５年４月８日（水） 

     例 会18:00～くずはゴルフ場３F 

     歓迎会19:00～中華料理ﾁｬｲﾅﾀﾞｲﾆﾝｸﾞみん 

○会 費：３,000円                （くずはモール１F） 

   今年度入会されました5名の新会員方々と親睦と友情を深めて頂く場と考えて 

     おります ので、是非ともご出席頂きますようよろしくお願い申し上げます！ 

      ４月 お誕生日 

  原田武夫会員（９日） 

    林 祐弘会員（13日） 

  粟津直晶会員（17日） 

       ４月 入会記念日 

  今中七郎会員（S49年） 

  上山芳次会員（H10年） 

   

  

 

おめでとうございます！ 
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【会長の時間 】 

  皆さん、こんにちは。 

 めっきり春めいてまいりました。 

町を歩きますと、梅の花が満開で、良い香りをただよわせています。 

散歩するにはよい季節だと思います。成人病防止にも良いですし。 

 今週は、識字率向上月間なので、本を読んで見ました。読む方はなんとか読めますが、 

書く方は、皆目、漢字が思い出せません。年の所為にしたいです。初めてお目にかかる漢字の

多いのには驚きました。（誰ですか、漢字を持ち込んだのは！） 

 例会終了後、献血のためのティッシュ配りがあります。私は献血は出来ませんので、 

せめて、ティッシュ配りをお手伝いさせていただきます。 

皆様もご参加の程、よろしくお願いします。 

 夕方６：００より、第１回情報集会が有り、ロータリー歴の年代別にお話しが聞けるので楽

しみにしています。 

 皆様のお話しをお聞きし、ロータリー活動の参考とさせていただきます。 

若い人も、気楽にお話し下さい。 

 堅い話もいいですが、 

（固いのは夜だけで良いと思います） 

 来週の例会はお休みです。 

その週の土曜日２８日は、枚方ロータリークラブと、親睦ゴルフコンペが有ります。 

参加される方は、お忘れにならないようお願いします。 

 以上で、会長の時間を終ります。 

 

【 卓 話 】 「地域における奉仕活動」  

                          上山芳次 副会長 

 私の住区地域について少しお話をさせていただきたいと思います。 

 私の住んでいる殿二校区は、昭和39年頃に高度成長に伴い枚方市においても人口の急増を受

け市民体育祭が運営困難となり、区民体育祭への移行が検討される中、地域の青年団により校

区に体育振興会を設立、本年まで運営を続けて来ました。 

 その後、区長制度は廃止となり、校区において様々な団体が設立され運営、昭和45年に福祉

委員会、平成2年には市内で最初のコミュニティ協議会、さらに平成12年には市内初の自主防

災会が設立、それぞれの組織の設立に、奔走しました。その中で福祉委員会の事業の一環で献

血活動を取り入れ行っており、私がくずはロータリークラブ社会奉仕委員長を2003～04年度に

拝命を受け、当時委員長会議に出席の折、ガバナーより国内における輸血用血液の不足を訴え

られ、各クラブにおいて献血活動の実施を推進するよう求められました。自クラブに持ち帰

り、理事会において検討の結果、当クラブも実施に至り、また実施準備にかかるが、単独で実

施するには問題が多く、地域の団体との協賛を検討し、実施となった。 

 現在においては、地域では高齢化に伴い、献血者数が伸び悩み、年々減少の推移となってい

ます。 

 当クラブにおいては対照的に若い会員が多く、今後とも奉仕活動に期待が持たれ、益々活発

に事業邁進されることを期待したいと考えます。 
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枚方ＲＣ・くずはＲＣ親睦ゴルフコンペ報告 

 ●日時 ：３月２８日（土）   於：交野ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 

 

 

 

 

 

 

 
    

                                          

 

     

 

 

        優勝  片桐公秀 会員    37  39   76   3.6  72.4 

     2  位  大東将啓 会員 39  41   80       7.2  72.8  

  3  位  米田 勉 会員    52  52  104    30.0   74.0 

  4  位  新庄幸一 会員  56  46      102 27.6   74.4 

    ５ 位  知田裕行 会員     55     48      103     27.6    75.4 

                         くずはRCｺﾞﾙﾌ同好会代表幹事 髙島叔孝 
        
 

 

 IN        OUT      GROSS  HDCP       NET 

   第1回情報集会開催  

 

         ○日 時：201５年３月1８日（水） 受付18:00～ 開会18:30～  

         ○場 所：木曽路 枚方店 枚方市堂山3-34-1     

             

 

 

枚方ロータリークラブとの合同ゴルフコンペは、

天候も初夏を思うほど暖かく、雲一つ無い最高

の日となり、親睦を深めながら楽しいゴルフをさ

せて頂きました。  

結果は下記の通りです。 

＜ロータリー歴の発表＞ 

3年未満 白井会員  10年以上 粟津会員 10年以上 源本会員  5年以上 橘会員   30年以上 北村会員 15年以上 畠仲会員 20年以上 岩本会員 

  原田会長       山口伊太郎情報委員長   北川直前会長      上山副会長     國田情報副委員長（司会） 

             雨の中にかかわらず多数会員が出席、和やかな歓談で終始   出席者2１名 



〒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   原田 武夫   

   広報委員長   原  正和 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊誕生日祝いをいただいて            嶋田愛親 

○本日の配布物 

①４月1日週報 

②ロータリーの友4月号 

○本日の回覧物 

①ガバナー月信4月号 

②4月出席予定確認表 

○地区行事等出席報告（敬称略） 

3/28本・次年度社会奉仕委員長会議    稲田、源本 

○地区行事等出席予定（敬称略）          

4/11 次年度の為の地区協議会 

         小北、米田、稲田、山口尚志、橘、源本 

       木﨑、粟津、國田、原、白井、初木、林宏毅 

 

ニコニコ箱 合計 \10,000 累計     \776,240 

第１９４８回例会出席報告（３月１８日） 

総会員数 出席者 出席率 

５１名 ３６名 ７８．２６％ 

第１９４６回 例会補正後 出席率  ７０．２１％ 

   メーク ８名  欠席 １４名   除外 ４名 

 ロータリーフェスティバルプログラム紹介 2015.5.5(祝) 

 
１ 地域への社会奉仕活動（中央公会堂１階メインホール） 

  ・キッズダンスフェスティバル（１１：００～１２：００） 

ロータリーから施設の子供たちへの愛のプレゼントです。人気アイドルグループ、ＳＯ.ＯＮプロジェクトと子供たちの 

 ダンスチームも加わり歌と踊りを共に楽しんでもらいます。 

 

・危険ドラック撲滅サミット（１５：００～１７：００） 

ゲストスピーカーに「夜回り先生」として有名な水谷 修さんをお迎えし、厚生労働省の専門家も交えたサミットを開催 

します。このサミットには少年・少女だけでなく、保護者や行政、教育関係者、我々ロータリアンも参加し、危険ドラッ 

グの最新情報を学び、今後取り組むべき課題を共有する場となります。 

 

   ・チャリティーコンサート（１８：３０～２０：００） 

ロータリーフェスティバルのフィナーレを飾る催しです。テノール歌手加藤ヒロユキさん、ドイツ在住バイオリニスト阿佐 

聖姫子さんによるコラボコンサートで、一流アーティストお二人の初の共演をお楽しみ頂けます。 

 

２ ロータリーを知ってもらう屋外での催し 

  ・ロータリー愛のパレード（９：００～１０：００） 

2660地区全82クラブが参加し、鼓笛隊を先頭にクラブ旗を掲げ、大阪市役所前をスタートし、公会堂まで900メートル 

を行進します。ロータリーフェスティバルの開幕を飾ります。 

 

  ・ロータリープラザ（５月３日～５日 １０：３０～１６：００） 

屋外では、5月3日～5日の3日間を通してロータリープラザと名付けたテントブースを設置し、中之島まつりに来場の 

一般に方々にロータリーの活動を見て頂きます。ローターアクト、インターアクトの若者を中心に日頃の活動を紹介 

し、献血活動や国内外の災害支援基金の募金活動も行います。またポリオ撲滅運動を紹介するブースも設け、ロー 

タリーの取り組みを紹介します。 

 

３ 親睦と友情を深める場（３階中集会室、１０：３０～１６：３０） 

  ・友愛の広場 

ロータリアンの憩いの場です。お茶席で日本情緒を味わい、ロータリーカフェで、お弁当・ビール・ワイン等を召し上 

がりながら、ご歓談頂き、親睦を通して心の絆を深めて頂きます。また中央には特設ステージを準備し、ミニコンサー 

トをお楽しみ頂きます。 


