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ロータリーレート  

６月 １＄＝１１８円 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊6月誕生日のお友達が出来た喜びに    藤原和彦 

＊長女22歳誕生日のよろこびに        木﨑信也 

＊創立記念日例会欠席のお詫びに      北川順清 

○本日の配布物 

・６月１０日週報 

 

○本日の回覧物 

①東大阪東RC創立50周年記念誌と情報集 

②14-15最終例会及び15-16初例会出席確認表         

 

○地区行事等出席予定（敬称略）  

 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 \15,000 累計    \1,020,240 

第１９５７回例会出席報告（６月３日） 

総会員数 出席者 出席率 

５１名 ３５名 ７２．９２％ 

第１９５４回 例会補正後 出席率  ８１．２５％ 

   メーク １３名  欠席 ９名   除外 ３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 ☏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 

 

２０１５クールビズ 

 6月1日～９月３０日 

ロータリー徽章着用 

 

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。 

  

本日の歌 
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 第１９５８回 例会 

２０１５年６月１０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 』 

６月１７日（水） 

・卓話 宮田 明 会員 

・ゴルフ同好会総会 

 

・第2回情報集会 

 18時～ 於：仙亭 

 

 

６月２４日（水） 

・最終例会 

・退任挨拶 

   会長、副会長 

   幹事、SAA 

 

 

 

 

 

 

 

「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 

6月10日  山中 卓会員 

６月17日 山本一郎会員 

  

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 

●３分間スピーチ 山中 卓 会員 

● 卓話 

  山口伊太郎 会員 

●その他   

  ・ニコニコＢＯＸ報告 

●13:30 閉会の点鐘 

●本日の会合 

＜第７回被選理事会＞(敬称略) 

13:35～ 於：例会場 

小北、上山、原田、山口尚志、米田 

多田、稲田、岩本、橘、粟津、源本 

木﨑、川島 

 

＜新旧合同理事会＞（敬称略） 

18:00～ 於：大屋 

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、山口尚志 

岩本、橘、粟津、木﨑、川島 

おめでとうございます！ 

誕生日祝 藤原和彦会員   入会記念日祝 白井博巳会員 
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【 会長の時間 】      

  小北英夫会長ｴﾚｸﾄ 

 原田武夫 会長   

【 次年度の為の地区協議会報告及び次年度について】  

●会長部門  小北英夫 会長エレクト 

 

・次年度クラブテーマ 「仲間と共に ｔｏｇｅｔｈｅr ｗｉｔｈ ｍｅｍｂｅｒｓ」       

・次年度RI会長  ラビンドラン氏 （スリランカ コロンボRC所属） 

     ＲＩテーマ 「世界へのプレゼントになろう」 

     要約すると私たちの人生の価値はどれほど得たかではなく、どれほど与えたか 

     によって判断されるということ。特にポリオ撲滅、会員増強に重きを置きている。 

・次年度2660地区ガバナー 立野純三 氏（大阪ロータリークラブ所属） 

     地区テーマ 「変革を！ロータリーを通じてプレゼントを！」  

     特に会員増強、戦略計画委員会の設置を重要視 

 くずはロータリークラブは2660地区3組の中でも、最大組織。また数年前より長期計画委員会

として長期に渡り継続性をもったクラブ運営をしていくという委員会をすでに設置しており、他の

クラブより一目置かれる存在で一歩進んだクラブでございます。私はこのクラブの代表として、

地区におきましても自信と誇りをもって臨んで行きたいと思っております。  （次頁へ） 
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【 会長の時間 】      

 

  稲田義治次年度SAA   

 

  米田 勉 次年度幹事 

 くずはロータリークラブは来年は2000回例会があります。1年で45～48回例会がありますが、

20年で1000回、40年で2000回となります。2000回例会というのは本当にすごいことです。皆さ

んと一緒にこの記念すべき例会をお祝いしたいと思っております。 

 本年度の原田会長は例会中も笑顔を絶やさず明るい例会を目指され、面白い話も自ら先に

笑って例会を盛り上げておられます。会員の皆さんも一緒になって原田会長を盛り上げておら

れます。羨ましい限りです。私も皆さんのお力を借りて素晴らしいくずはロータリークラブになる

よう努力いたしますのでご指導ご協力の程、よろしくお願いいたします。 
 

 

●幹事・SAA部門  米田 勉 次年度幹事 

 

 本会議では次年度国際ロータリー及び地区方針の発表、戦略計画、ポリオ撲滅・ロータリー

財団について、「幹事ＳＡＡ部門」では事前アンケートについて協議。 

 当クラブにおいて次年度大きく変わることは、委員会編成（理事会において承認済）。 ロータ

リー情報委員会は廃止し研修委員会に、国際交流平和・国際社会奉仕委員会も廃止し国際

奉仕委員会に、青少年交換委員会も廃止し、青少年奉仕委員会にそれぞれ引き継がれます。 

 新しい事業としては、枚方市内92室の留守家庭児童会の子ども達に百科事典を寄贈しま

す。枚方市内の留守家庭児童会に在籍している子ども達（3,579名）が、放課後の時間を活用

し、読書を通じてあらゆるジャンルの基礎知識を身に付け、好奇心と学習意欲を湧かすことによ

り、健全な育成をはかることを目的 とし、寄贈致します。 

 また、夜間例会6回、早朝例会2回を予定。例会時のお食事は、温かいものは温かく、冷たい

ものは冷たい状態で召し上がっていただきたいとの思いから、12時よりレストランで各自お食事

を摂って頂けるよう準備致します。100万ドルランチは、どんぶり・麺・カレーをそれぞれ１０食程

度用意、その中よりお好きなものをお選びいただけるようにします。 

 最後に、次年度初例会の7月1日は会員名簿の写真撮影を行います。場所は２Fの事務局に

て時間は11時～12時30分、13時30分～14時30分。㈱ダイコロよりカメラマンの方が来てくださ

いますので、会員の皆様、ご協力よろしくお願いいたします。 

 

●幹事・SAA部門  稲田 義治 次年度SAA 

 

 本年度の例会は、小北会長の方針「仲間と共に」を受け、会員相互の親睦をさらに深めなが

ら、例会がより楽しくなるように致します。 

①例会内容－毎週水曜日１２時５０分より１３時３０分まで（夜間例会は１８時より早朝例会は 

          7時30分より） 

②移動例会－本年度は家族例会１回（１２月）、早朝例会２回（10･4月） 

         夜間例会６回（8･9･ 10･2･4･6月）、開催する方針。 

③2000回例会－5/21(土)100%例会を目指し家族も含め開催。 

④テーブル席の指定－通常例会の場合は会員用の席は自由と致しますがなるべく多くの会 

         員と親睦が図れるようにお願致します。尚、移動例会の場合は、状況によって 

         席を指定致します。  

⑤事業への積極的参加の推進－2000回例会、青少年事業、社会奉仕活動、東北支援活動 

         など様々な事業を通じて親睦を深め、楽しいクラブライフを過ごして頂くために 

         積極的に事業への参画をお願いします。 


