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 第１９５５回 例会 

２０１５年５月２０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  

５月２７日（水） 

・クラブ創立記念日例会 

 

６月 ３日（水） 

・地区協議会報告等 

 次年度役員 

 （会長・幹事・ＳＡＡ） 

・定例理事会 

 

 6月  10日（水） 

・卓話 山口伊太郎 会員 

・被選理事会 

・新旧合同理事会 

 18時～ 於：大屋 

 

 

 

 

「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 

３分間スピーチ 

５月２７日  ― 

６月 ３日  ― 

  

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 

●公演 

  もんぺ座 座長 犬伏和江 様 

●卓話「ボランティアと 

     社長の悩みについて」 

    髙島叔孝 会員  

●その他   

  ・ニコニコＢＯＸ報告 

●13:30 閉会の点鐘 

●本日の会合 

<被選理事会> 

小北、原田、上山、山口尚志、米田 

多田、稲田、岩本、橘、粟津、源本 

木﨑、川島 

５月２７日（水） 

 くずはロータリークラブ 創立記念日例会 

例会開始12:30～ 於：くずはゴルフ場 

『 ５月の花 』 

 あやめ・菖蒲（しょうぶ）・かきつばたの違いは？ 

 花菖蒲は花の種類は多く紫系統の他に黄色や白、絞り

等、多彩であるがどれも「花弁の根元のところに黄色い目の

形の模様」がある。杜若はあまり種類は多くないが、「花弁

の弁の元に白い目型の模様」があるのが特徴。あやめも花

の種類は多くないが「花弁の元のところに網目状の模様」が

ある。 
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【 会長の時間 】     原田 武夫  会長  

        

 

      

次年度の表紙写真をロータリアン皆さまから募集しています。テーマは問いません。 

①締   切： 2015年4月30日（以後も受け付けます）   

②点   数： 1人 3点まで 

③サ イ ズ： 紙焼き四つ切り（それに近いサイズも可） 

④添付資料： 名前、クラブ、連絡先住所・電話・ファクス、写真タイトル、撮影場所、撮影年月 

         撮影のデータ（カメラ名、使用レンズ〔ミリ〕、露出、シャッター速度）、簡単な写真説明 

⑤発   表： 『友』誌2015年8月号（予定） ホームページ『ロータリージャパン』（6月下旬予定）に入選者のみ 

⑥そ の 他  ： 表紙写真採用時、表紙のサイズに合わせトリミングをする場合があります。／写真の上にタイトルそ

の他の文字がかかる場合があります。／採用決定作品は、掲載時にネガフィルム、ポジフィルム、デジタルカメラ

の場合はデータが必要になります。／掲載に際して、賞金ならびに掲載料等の支払いはいたしません。／入選作

品の著作権は撮影者に帰属します。『ロータリーの友』は、印刷物（『ロータリーの友』、 『友』英語版、その他）な

らびにウェブサイトへの掲載、展示などの使用権を保有します。／応募作品の返却はいたしません。 

 
着 
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【 ３分間スピーチ 】     橘 喜久夫  会員  

 

     

 新旧合同理事会のご案内 
 

 〇日 時  ２０１５年６月１０日（水） １８時～ 

 

 〇場 所 大 屋  

        枚方市川原町11-18 ベルフォ－レ1F 

        ☏ ０７２-８０４-００１２ 

 

 〇参加予定者 （敬称略） 

        原田、北川、上山、岡山、國田、白井 

        宮田、初木、林宏毅、田中、稲田、源本 

        小北、山口尚志、米田、多田、岩本 

        橘、木﨑、粟津、川島     21名 

 

  

 皆さん改めまして、こんにちわ。 

皆さんの生活で電気料金に関係する、お話をしてみようと思います。 

皆さん、すでにご存じのとおり１７年の４月から家庭用電気が、自由化になります。 

今迄は関西電力から電気を買って使っていますが、来年から自由に電力会社を選ぶ事が出

来ます。 

 各電力会社は、経費削減で安価な電気料金の設定に四苦八苦しています。 

たとえば関西電力ですが、各営業所を縮小し我々電気工事業者の届出窓口を廃止して 

インターネットでの届出になります。住宅を新築され電気を引き込む場合は、どの電力会

社から電気を購入するのか決めて届をする事になりますが、今のところ電力会社は４社ほ

ど新規参入すると聞いていますし、ソフトバンクの様に携帯電話料金とセットで販売する

ところも出てきますので、今からよく検討されたほうがいいと思います。 

 因みに電気料金の差額は、家庭向けで大体１割程度の安くなるのではと、聞いています

が製鉄会社の発電所は溶鉱炉の冷却に発生する熱で発電するので、電力は副産物として、

発電しますので、一番安くなると思いますが、まだ確定していませんので各社出そろって

から１年ほど様子を見て決めたほうがいいと思いますが、ベストな方法があれば、又報告

します。以上終わります。 

     

 第2回情報集会のご案内 
 

 〇日 時  ２０１５年６月１７日（水） １８時～ 

 

 〇場 所 ひらかた仙亭 ４F 

       枚方市大垣内町3-1-20    

       ☏ ０７２－８４６－３３３３ 

 

 〇会 費 ５，０００円 

 

 〇締 切 ２０１５年６月３日 

 

 〇その他 ①入会３年未満の会員各位は必ず出席して 

         ください。 

          ②この会合はメークアップ扱いになります 

 

【 クラブフォーラム 】 新旧合同委員会開催   

 2014-15年度各委員長、次年度各委員長はそれぞれ体験をもとに本年度の業績を顧みながら、次年度へと申し

送りをおこない、引継を終えました。引継内容は次年度各委員長に書類を手渡し、説明がなされました。 



〒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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ロータリーレート  

５月 １＄＝１１８円 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊誕生日記念をいただいて           駕田 毅 

＊ﾆｺﾆｺ補充                    國田欣吾 

＊お誕生日お祝ありがとうございました    白井博巳 

＊誕生祝を頂戴しました ありがとうございます 

                            林 宏毅 

＊多くの会員、ご家族の方々と楽しく春季家族会を 

 開催できた喜びに                川島吉博 

＊欠席のおわびに                小林正彦 

＊もう直ぐ凱旋寄港の“原田丸”にバンザイ！ 

                          山口伊太郎 

＊誕生日を祝って                橘喜久夫 

＊担当事業を終えて皆様ご協力ありがとうございました 

                            稲田義治 

＊入会記念日祝を頂いて            宮田 明 

＊誕生日祝を頂いて              原 正和 

○本日の配布物 

①５月２０日週報 

②第2回情報集会のご案内 

○本日の回覧物 

・６月出席予定確認表 

○地区行事等出席報告（敬称略） 

5/19 ソロプチミスト枚方ｰ中央 30周年式典   原田 

○地区行事等出席予定（敬称略）          

5/30 新旧青少年奉仕正副委員長会議 田中、粟津 

6/20 会員増強セミナー           小北、源本 

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 \132,000 累計    \809,240 

第１９５４回例会出席報告（５月１３日） 

総会員数 出席者 出席率 

５１名 ２６名 ５７．７８％ 

第１９５１回 例会補正後 出席率  ８７．２３％ 

     メーク ３名  欠席 ６名   除外 ４名 

 

第32回全国ロータリークラブ野球大会 

於：阪神甲子園球場 

6月12日（金） 3塁側ベンチ12時集合 

 豊田西ＲＣ  ＶＳ  くずはＲＣ 

      （愛知）      （大阪） 

          試合開始14:00 

 

   球場内に入場する際には選手の方も応援の方も 

   特別入場証が必要となります。 

   ご入用の方は野球同好会までお申し出ください。 

  


