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 第１９５３回 例会 

２０１５年４月２２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２９日（祝）休会 

 

５月 ５日（祝） 

・ロータリーフェスティバル 
 

５月 ６日（祝）休会 

 

５月 ８日（金） 

・交通安全啓発パレード  

 

５月 ９日（土） 

・春季親睦家族例会 

 ﾀﾞｯｸﾂｱｰと天空ﾅｲﾄﾃﾞｨﾅｰ 

 

５月１１日（月） 

・くずは駅前早朝ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 
 

５月１３日（水） 

・クラブ協議会 

 新合同委員会（引継） 

 

 

 

「我等の生業」 

我等の生業さまざまなれど 

 集いて図る心は一つ 

求むるところは平和親睦 

（やわらぎむつび） 

 力むるところは向上奉仕 

おお ロータリーアン  

 我等の集い 

３分間スピーチ 

５月１３日 橘喜久夫 会員 

例会プログラム   ４月ロータリー雑誌月間 

 

●12:50 開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●ロータリーソング 

 「我等の生業」 

●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 

●地区協議会報告 

  山口尚志 (次)クラブ奉仕委員長 

  橘喜久夫 （次）職業奉仕委員長 

  源本将人 （次）社会奉仕委員長 

  粟津直晶 （次）青少年奉仕委員長 

  木﨑信也 （次）国際奉仕委員長 

  國田欣吾 （次）クラブ研修委員長 

  原  正和 （次）ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長 

  白井博巳 （次）米山奨学委員長 

●その他   

  ・ニコニコＢＯＸ報告 

●13:30 閉会の点鐘 

                   ２０１５春の交通安全 

運動啓蒙活動 

 

＊５月８日(金)１６：００～啓発パレード 

      集合 15:45 枚方ビオルネ付近 

      パレード（約1時間）終了後解散 

   

＊５月１１日(月)７：３０～ 

      くずは駅早朝ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 

      集合 くずは駅前ロータリー  

      配布終了後例会場にて反省会 

 ※参加の場合はスタッフジャンパー 

 またはポロシャツの着用をお願いしま 

 す。この事業はすべてメイク扱いとな 

 ります。 

 

    社会奉仕委員会 

                   春季親睦家族会 

ダックツアーとナイトディナー 

 

＊５月９日（土）１４：４５ 

 ・集合場所 川の駅[はちけんや]  

  京阪天満橋１７番出口を出て左へ 

  川沿い100ｍ先の左建物 

  ダックツアー約90分 

  水陸両用バスで名所めぐり 

  （おもしろガイドもお楽しみ！） 

 ・ナイトディナー 

   ハルカス  ５７階 ＺＫレストラン 

 

 ※ナイトディナーから参加される方は 

  大阪マリオット都ホテル１９Ｆロビー 

  に１７時集合してください。  

 

       親睦委員会 
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【原田会長の時間 】 

        
 

 皆さん、こんにちは。 

 天候不順で、ヒョウが降る所も有り、寒い日が続きます。お気を付け下さい。 

 今日は、ガバナー補佐の西邨様、ガバナー補佐エレクトの岩本様を迎えての例会となりま

す。後程、クラブ協議会を行います。よろしくお願いします。 

 先週、例会終了後、新入会員歓迎会を開催しましたところ、４０名弱のご参加をいただき、

ありがとうございました。 

 今年度の入会者は、５名で、いずれも４０代の方で、とても若いです。 

お話が上手で、とても良く気が付きます。 

 最近の若い人の事を、良く言いませんが、当クラブの若手は、たいしたもんです。 

何をお願いしても、快く引受られ、完璧にやりこなされます。 

「類は類を呼ぶ」と言いますが、これも、（会長幹事のおかげ・・・）失礼しました。 

先輩皆様のおかげと感謝しております。 

たまに、欠席されますが、非常に気にしておられ、謝っておられました。 

気にしなくていいと、言っておきました！ 

それぞれ事情が有ると思います。もっともだと思いました。 

 これからも、先輩を慕って、メンバーが増えると思います。６０名、７０名になろうと、 

会場の心配はいりません。 

「不思議なことに」、当クラブの出席率が反比例します。みんな、良く気がきくのです。 

あまり気を使われますと、前だけになってしまいますので、適当に！それと、 

 当クラブの森会員が、個人的に、フィリピンで活動しておられますことで、先週は、 

RIより、ポールハリスの銅像と表彰を受けられ、今週は、２７７０地区より表彰されまし 

たので、そちらに出席されてます。 

当クラブとしても、大変喜ばしい事だと思います。 

森会員の体調を心配しています。 

 以上で、会長の時間を終ります。 

【ご挨拶 】 

RI2660地区 ＩＭ３組 ガバナー補佐       西邨 智雄 様 

 

・ロータリーフェスティバル（２７．５．５開催）への参加が期待 

 （初めての試み、ＮＨＫも協賛） 

 

RI2660地区 ＩＭ３組 ガバナー補佐エレクト  岩本 静江 様 

 

・貴クラブは先進的なクラブと拝聴、これから勉励したいのでよろしくご後援の程 

 お願いします。 

 

 

地区災害支援委員       初木賢司 会員 

 

バヌアツへの義援金 総額265万円、4月20日送金の予定 

【地区委員からの報告 】 
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 ○今年度事業活動報告                岡山 量正 幹事 

 ＜クラブ奉仕事業＞ 

  ①外部卓話７回実施  ②移動例会 １回   ③100万ドルランチ毎月実施 

  ④クリスマス、春季 ２回の親睦家族会を実施   ⑤ロータリー情報委員会２回開催（６/１７予定） 

  ⑥7月に３名、３月２名合計５名増強  退会者3名のため純増2名 

  ⑦対内的―週報はＡ４4ページで構成し、出来るだけタイムリーな記事を収集し掲載   

    対外的―少年野球大会、献血、交通安全など奉仕活動を通じロータリーを広報 

 ＜職業奉仕事業＞ 

  ①．10月「月間に因んで」と題し、地区職業奉仕委員の林委員長の卓話を実施 

  ②出前授業は枚方市に継続登録  ③職場体験学習 クラブ会員主体で実施   

 ＜社会奉仕事業＞ 

  ①枚方フェスティバル協議会協賛  ②わらしべ学園支援  ③枚方社会福祉協議会評議員参加  

  ④東北支援 気仙沼南ＲＣ訪問８月実施 5名参加・気仙沼ＲＣ、気仙沼南RCへ支援金授与 

  ⑤献血キャンペーン年2回実施 （早朝チラシ配りと献血） 

  ⑥交通安全運動啓発 年2回実施 （パレード、早朝樟葉駅前啓発グッズ配布） 

  ⑦社会を明るくする運動街頭キャンペーン ⑧バヌアツ災害義援金送金 

  ⑨地区補助金を利用し震災に備えるため避難指定場所の枚方市内小学校に折畳式担架を寄贈               

 ＜国際奉仕事業＞ 

  ①タイ国チェンライのアカ族へ支援金、子ども達に文具品・毛布等現地で調達し寄贈 

  ②10月米山月間 特別寄付送金、普通寄付は一人当たり年間６，０００円送金 

  ③ロータリー財団年次寄付 1人当たり150ドル、ポリオ1人当たり50ドル、特別寄付送金  

   今年度は一人当たり229ドルの寄付   ＰＨＦ ２名  ＰＨＦマルチプル ６名 

 ＜青少年奉仕事業＞ 

  ①第8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開催8/31～12/13 79チームの参加  

  ②北河内柔道大会の支援   ③ボーイスカウトの支援  ④ニコニコキャンプ参加児童4名 

  ⑤秋・春のライラ応援登録 各３名 

 ＜創立４０周年記念事業＞ 

  ①記念式典・祝賀会  記念式典祝賀会を2014年11月15日に挙行 

  ②記念事業 ・東北被災地支援事業  

         ・地域奉仕活動奨励事業（団体並びに個人におけるその活動を奨励、奨励金を授与）      

         ・くずは駅前に時計台の設置        ・創立40周年記念誌を制作 

 

○今後のクラブ運営について             西邨智雄 ガバナー補佐 

  会員増強―業種毎に趣味を通じ近辺の知人を推薦する心掛け 

 

○次年度方針について                 岩本静江 ガバナー補佐エレクト 

  中長期計画の樹立と実行  

 

○謝    辞                       小北英夫 会長エレクト  

  新旧補佐とともに有意義な時間を過ごすことができ感謝 

  当クラブ訪問の御礼と今後もご指導いただきますようにとのお願い 

【新旧ガバナー補佐とのクラブ協議会 】 



〒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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   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） 

＊ガバナー補佐を迎えて              藤原和彦 

＊初孫（長男）が誕生！               駕田 毅 

○本日の配布物 

①４月２２日週報 

②2014-15年度委員会引継書 

③第32回全国ロータリークラブ野球大会のご案内 

○本日の回覧物 

①2015春の交通安全啓発活動参加確認表 

②5月例会出席予定確認表 

○地区行事等出席報告（敬称略） 

4/18 IM3組会長幹事会           原田、岡山 

○地区行事等出席予定（敬称略）          

5/8 交通安全ﾊﾟﾚｰﾄﾞ 

5/9 新旧職業奉仕委員長会議       林宏毅、橘 

5/11 樟葉駅前交通安全啓発グッズ配布 

5/19 ソロプチミスト枚方ｰ中央 30周年式典   原田 

5/30 新旧青少年奉仕正副委員長会議 

6/30 ソロプチミスト大阪ｰ北東 30周年式典   原田 

 

 

ニコニコ箱 合計 \20,000 累計     \809,240 

第１９５２回例会出席報告（４月１５日） 

総会員数 出席者 出席率 

５１名 ３２名 ６６．６７％ 

 お客様 ガバナー補佐    西邨智雄 様(香 里 園) 

       ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ｴﾚｸﾄ 岩本静江 様（大東中央） 

第１９４９回 例会補正後 出席率  ８０．８５％ 

     メーク ２名  欠席 ９名   除外 ４名 

ロータリーフェスティバル 

プログラム 

2015.年5月5日(祝)  

 

 ・ロータリー愛のパレード 

                 ９：００～１０：００ 

 ・キッズダンスフェスティバル 

                 １１：００～１２：００ 

・危険ドラック撲滅サミット 

                １５：００～１７：００ 

 ・チャリティーコンサート 

                 １８：３０～２０：００ 

 ・友愛の広場 
 ロータリアンの憩いの場 

    お茶席、ロータリーカフェ、 

    お弁当・ビール・ワイン等 

「第８回七つ星歩こう会」報告 
 

   深山の桜 咲きにけり  

      真心つくせ 人知らずとも 

 

 4月16日メンバー2名、同伴4名計6名で奈良十三佛中、 

3佛へ行ってきました。今週はこの当日のみ快晴。 

長弓寺、霊山寺、おまけに宝山寺も追加でお参りしてまい

りました。来月も又、良い天気を予約しておきました。 

又、御参加下さい。2万歩、歩きました。  

  参加者 (敬称略)     

     山中卓、岩本昌治  

     同伴女性1名、男性3名 

 

    次回開催予定 ５月29日(金)  


