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 第１９５６回 例会 

２０１５年５月２７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  

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 

 

 

 

 

 

 

「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 

６月  ３日  ― 

6月１０日 山本一郎会員 

  

創立記念日例会プログラム   

●12:30 開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●ロータリーソング 

 「奉仕の理想」 

●お客様紹介 

●乾杯 

 ― お食事と歓談 ― 

●会長の時間   

●幹事報告 

●委員会報告 

 ・出席状況報告ほか 

●創立記念日によせて（思い出） 

  1982-83年会長 今中七郎会員 

            （ﾁｬｰﾀｰﾒﾝﾊﾞｰ） 

  1995-96年会長 北村 隆 会員 

  2002-03年会長 藤原和彦会員 

●その他   

  ・ニコニコＢＯＸ報告 

●13:30 閉会の点鐘 

 

  

  

  

 

 

ゴルフ同好会コンペ報告 

 5月21日（木）~22日（金） 於：太平洋クラブ御殿場コース 

 

 5/21日～22日、静岡県御殿場にある太平洋クラブ御殿場コースへ総勢10名

（内オブザーバー3名）2日間の天候は、晴れで気候も最高に良く富士山も見れま

した。コースは手入れが行きとどき、キャディさんも良い方に恵まれました。夕食は

宿泊の近くで和食のレストランに行き美味しく頂きました。工程も皆様の協力により

予定通り進み、楽しく2日間を過ごせました。有難う御座いました。  

                                   代表幹事 髙島叔孝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 成績は下記の通りです。                                            

 

 優勝 小北英夫 会員     38  41   79    8.0    71.0 

 2  位 片桐公秀 会員  37  38   75   -2.0    77.0  

 3  位 山口伊太郎会員  43  44   87     10.0    77.0 

 

OUT    IN    GROSS   HDCP    NET 
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【 会長の時間 】      

 原田武夫 会長   

【 卓話  】 「ボランティアと社長の悩みについて」 髙島 叔孝 会員    

〇ボランティア 

①ＪＣ現役時代のボランティア活動 

 ・人形劇もんぺ座との関係 

   33年前明倫小学校ＰＴＡで活躍時に知り合う 

   全国交通安全大会優秀賞受賞 

 ・1982年(昭和57年)10月 日本青年会議所全国大会交通開発推進賞受賞 

 

②交通安全協会 

 ・平成7年に役員就任 （現在副会長） 

 

〇会社関係経営について社長の悩み 

 ①受注売り上げのこと    ②下請け業者のこと  ③資金繰りのこと 

  

 

 髙島叔孝 会員   

 皆さん、こんにちは。 

 台風７号も太平洋側を通るそうです。まず、明日、明後日のゴルフは大丈夫のようです。 

 昨日、国際ソロプチミスト枚方―中央３０周年記念式典が有り、出席して参りました。 

メンバーは、８０才～４２才までの２４名が紹介されました。参加者は、４００人と 

多かったです。 

 奉仕活動の紹介が有り、チャリティーバザー、チャリティーゴルフ、盲導犬育成支援、 

献血キャンペーン、モンゴル被災遊牧民への羊のプレゼント、交野女子学院への支援、 

ひらかた自然エネルギー学校への支援、バングラディッシュ女性自立センターへの支援、 

ミシンを贈り、縫製の研修をされておられます。これが、そのカバンです。 

本当によく出来ています。 

 又、創立以来毎年、桜の植樹を続けておられ、「ソロプチミスト誓約」というものが 

有りますのでご紹介します。 

 私達は、ソロプチミストとして、ソロプチミストに忠誠を誓い、 

○真摯なる友情◯偉業達成の喜び◯奉仕の尊さ◯誠実な職業◯国土愛 

等を強調する。その理想に、忠実に従います。 

私達は、最善をつくして、これらの理想を促進し、支持し、擁護し、家庭、社会、実業界に 

おいて、大きな友情を築き、国家のため、神のために努力します。 

 以上です。 

 会長の時間を終ります。 
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【 公演】 モンペ座  

 

原田会長より今年度の支援金が手渡されました 

 

     

 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 

 

  
           

  

  

     

 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 

 

もんぺ座人形劇団   

 

1979年12月結成。メンバー5名。昭和55年12月枚方市立明

倫小学校ＰＴＡ活動の中で産声をあげる。台本づくりから、

人形作りと頭を打つことばかりの苦労の連続ではあるが、演

じたときの感動と感激が忘れられず走り続けている。2002年

にはメンバーも入れ替わり張り切っている。 

年間公演回数は約60回。 

 もんぺ座代表 犬伏和江様の腹話術         



〒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） 

＊第2回情報集会に出席出来ないお詫びに  畠仲 聡 

＊例会欠席のおわびに               米田 勉 

＊誕生祝の喜びに                  木﨑信也 

○本日の配布物 

①５月２７日週報 

②ロータリー手帳（事前申込者のみ） 

○本日の回覧物 

①６月出席予定確認表 

②ロータリーフェスティバルお礼状 

③ＩＭ第3組インターシティミーティング会計報告 

○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、林宏毅 

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 

○メークアップ 

5/21 今中七郎 会員   大阪難波ＲＣ 

ニコニコ箱 合計 \23,000 累計    \964,240 

第１９５５回例会出席報告（５月２０日） 

総会員数 出席者 出席率 

５１名 ３４名 72.34％ 

お客様 モンペ座 犬伏和江様他 1名 

第１９５２回 例会補正後 出席率  87.50％ 

     メーク １０名  欠席 ６名   除外 ３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） 6号門前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。 

  


