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 第１９６０回 例会 

２０１５年６月２４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 』 

 

７月 1日（水） 

・15－16年度初例会 

・就任挨拶 

   新会長、新副会長 

   新幹事、新SAA  

・プログラム発表 

・第1回定例理事会および 

  クラブ協議会 

・会員名簿写真撮影 

  於：事務局 

  11:00～12:30 

  13:30～14:30 

 

 

 

「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 

 

 

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 

 「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 

● 退任挨拶 

    原田武夫 会 長 

    上山芳次 副会長 

    岡山量正 幹 事  

    白井博巳 S A A   

●次年度方針  

    米田勉 次年度幹事 

●その他   

  ・ニコニコＢＯＸ報告 

●13:30 閉会の点鐘 

 

 

役員の皆様 一年間お疲れ様でした ありがとうございました 
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【 会長の時間 】      

 原田武夫 会長   

            宮田 明 理事 

【 卓話 】 ロータリーについて    宮田 明 長期計画委員長                 

〇くずはロータリークラブ 

       第2660地区第1組～第8組 82クラブ 大和川より北側第3組 11クラブ 

       スポンサークラブ 枚方RC  スポンサーしたクラブ 交野RC 

       以前 枚方－くずはロータリークラブ 

       クラブの意思決定機関  理事会  クラブ全員協議会 

       同好会―ゴルフ、野球  親睦会―三九会（グルメの会）、歩こう会 

〇地区についてRIの出先機関 ガバナーRI会長の代理人的存在 

              ガバナー補佐、地区役員、地区委員 

〇会員の義務 会費納入、出席、「ロータリー友」購読    

〇ﾛｰﾀﾘｰの定款・細則 定款は、RIの定める定款を順守、細則は、各クラブに任せる    

〇RIの変遷  ①クラブが奉仕活動の原点 ②会員一人一人の奉仕―― 職業を通じて 

       ③一業種一会員 ④ 奉仕 “I” → “We”に変化しつつある 

       ⑤奉仕活動の比重の変化―青少年（新世代等）に重点を置きつつある 

         人道的支援に傾きつつある(特に、低開発国に対する人道的奉仕） 

〇この変化の見極めについて 

〇21世紀に入ってからの規定審議会の改定、改正 又、RI理事会の動きから、 

 地区、各クラブに対する組織管理に圧力が加わったように見える 

 世界の潮流とRIの関心事が、 

 “個”から“チームワーク”海外クラブとの協調奉仕活動“に重点を置きつつある 

                           （配布資料参照） 

 皆さん、こんにちは。 

むし熱い日が続いております。お体をご慈愛下さい。 

先週は、新旧合同理事会がありました。昨年は、足が重かった事を思い出します。 

今回は、勝手に、足が、向いました。 

次年度のメンバーは、綿密に、計画を立てておられ、今までにない１年に成りそうです。 

２０００回例会には、大阪城を貸し切るか！ 

クインエリザベス号を貸し切るか！の勢いです。 

みなさん、ご期待下さい。 

 私は、最初に挨拶したので、気楽にしていましたら、また、挨拶が回って来ました。 

私は、ネアンデルタール人で、言語が少なく、話すのはとても苦手です。 

稲田ホモサピエンスにいじめられながらの、楽しい合同例会でした。 

今期も、余すところ、２週間弱となりました。 

１２回の理事会の決定に、何一つ意義が無く、全て、承認していただいた事に、 

感謝しております。 

 残念な事は、何度も申し上げますが、今までに、業績を残された会長経験者の退会です。 

お会いして、退会防止に努めましたが、真意は掴めませんでした。 

もっと、先輩に相談すれば良かったのでは、と反省しています。 

クラブ発展の為に、退会者を出さぬよう、全員で取り組まなければ、と思っています。 

固い話になりましたが、固いのは夜だけで良い、といつも思っています。 

夕方、6：00より、情報集会が有ります。ご参加よろしくお願い申し上げます。 

 以上で、会長の時間を終ります。 
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【 会長の時間 】      

 

 みなさん、こんにちは。 

 残念なことに、今日を迎えることとなりました。 

ロータリーは家族「祖父、親、子、孫」と巾広い

年齢層のクラブです。 

 １年間、「和を以って尊しとなす」をテーマにかか

げ、１年間、協力いただきました。 

おかげさまで、奉仕活動を楽しく、みずから進んで

行う事が出来ました。 

 気仙沼は遠いなアー、と思いましたが、行ったら

行ったで、忘れられない思い出となりました。行動

する事で、お互いを理解する事が出来、友情が

深まったと思います。 

 一年間、自分では何も出来ませんでしたが、 

皆様のご協力ご支援で、全て完了する事が出来

ました。 

 １年間、短く感じたのは、楽しかったからだと思い

ます。 

又、機会が有れば、１年と言わず、２～３年させて

ほしいです。 

 １年間、ありがとうございました。                 

                会長 原田 武夫 

        

 この一年を振り返り、知識や経験のない私が   

クラブ運営の重責を仰せつかりながらスムーズな運

営ができなかったと、自身反省しております。 

 今年度は当クラブ創立40周年記念式典がござい

ました。特に盛会裏に事業を終えられたのは、各委

員会委員長はじめ会員の優れた知識、行動力を以

て、くずはが一丸となり成功できたと痛感しておりま

す。 

 改めて心より御礼申し上げご挨拶とさせていただき

ます。          

               

               幹事  岡山 量正 

  昨年７月副会長を仰せつかり、本日最終例 

会を迎える事が出来ました。振り返れば、原田会長より

要望され軽い気持ちでお引き受けしましたが、職務の

重大さをひしひしと感じる１年であり、会員の皆様方の

温かいご支援とご協力を賜り、無事務め上げる事が

出来ましたことを厚く御礼申し上げます。 

 また、昨年11月15日には我がクラブの創立40周年

記念式典・祝賀会が行われ会員の皆様方の絶大な

るご支援・ご協力のもと、無事終える事が出来ました事

を合わせて感謝申し上げます。 

 最後にこのような貴重な機会を与えて頂き、心から

感謝申し上げますと共に、今後共ロータリー活動に積

極的に参加し、クラブ発展に協力して参りたいと思い

ますので、より一層のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願

い申し上げ、退任の挨拶と致します。 

              副会長 上山 芳次 

 一年間、例会進行に御協力頂き誠にありがとうご

ざいました。 

 SAAの依頼を原田会長より頂いた時、断ることも出

来ず、毎回出席できるのか大変困ったことを覚えて

います。以前は漠然と出席しているだけで、出席率

も良くはなかったと思います。しかし、受けた以上は、

一年間休まずやり通すことを決めて担当させて頂き

ました。一年間出席することで、ロータリークラブの温

かさを感じることが出来ました。 

 皆様には、何かと頼り無いSAAであったとは思いま

すが、温かい声掛けも頂き、楽しく一年間過ごせ、

皆様に支えられて本日最終日を迎えました。本当に

ありがとうございました。ロータリークラブに出席できる

ということは、自分が健康であるだけではなく、会社、

家族も健康な証拠と言われます。今後も出席できる

ように、     

  自分、会社、家族全てが健康になるように努力し

ていく所存です。        

                 SAA 白井 博巳  

【 退任ご挨拶 】      



○本日の配布物 

・６月２４日週報 

○地区行事等出席報告（敬称略）  

 6/20 会員増強セミナー          小北、源本 

○地区行事等出席予定（敬称略） 

 6/30 ソロプチミスト大阪ｰ北東 30周年式典  原田 

  

 

 

 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊野球・勝利・万歳！！感動！        三木  彰 

＊一年間ありがとうございました感謝の一年でした！ 

 全ての皆様に、ありがとうございました！  源本将人 

ニコニコ箱 合計 \40,000 累計    \1,070,240 

第１９５９回例会出席報告（６月１７日） 

総会員数 出席者 出席率 

５０名 ３０名 ６２．５０％ 

第１９５６回 例会補正後 出席率  ７７．５５％ 

   メーク ６名  欠席 １1名   除外 2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/ 
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第2回情報集会 開催 
 

２０１５年６月１７日（水）     １８時～   於： ひらかた仙亭 ４F 

 

 

    山口伊太郎 委員長         原田武夫 会長       渡辺洋一郎様(団体) 上原一恵様(個人)  中村仁美様(NPO支援ｾﾝﾀｰ) 

＊講演 「次年度へ向けて」 

               宮田 明 委員長 

＊40周年記念事業奉仕活動奨励賞 

  受賞者報告（個人・団体） 

＊フォーラム 引継報告 各奉仕委員長 

   誕生日祝  森岡順一会員  6月誕生日の藤原会員と一緒に  柿丸裕会員に名刺授与 


