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『 和を以て貴しとなす 』 

今後の予定  

 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 

 

６月１７日（水） 

・卓話 中谷賀久 会員 

・ゴルフ同好会総会 

・第2回情報集会 

 18時～ 於：仙亭 

 

 

 

 

 

 

「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 

●国歌斉唱 

●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 

 

● クラブフォーラム 

「次年度のための地区協議会報告Ⅱ」 

・会長部門 小北英夫 会長エレクト 

・幹事部門 米田  勉 次年度幹事 

・SAA部門 稲田義治 次年度SAA  

●その他   

  ・ニコニコＢＯＸ報告 

●13:30 閉会の点鐘 

●本日の会合 

＜第12回定例理事会＞(敬称略) 

 

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 

      ６月 お誕生日 

  藤原和彦会員（15日） 

  森岡順一会員（17日） 

       ６月 入会記念日 

  白井博巳会員（H 24年） 

おめでとうございます！ 
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【 会長の時間 】      

 原田武夫 会長   

みなさん、こんにちは。   

 

今日は、創立記念例会です。 

３日程、早いのですが、４１年目を、皆さんと、お祝いしたいと思います。 

当クラブは、１９７４年５月３０日、発足いたしました。 

今年度は、４０周年の節目として、記念事業を行い、ご協力を賜わりました。 

有りがとうございました。 

 

私は、１９９０年に、入会させていただき、各委員会に配属されて、その都度、その委員会 

で勉強させていただき、委員会に育てられたと思っています。 

 

海のライラや、インターミーティングを、クラブ全員で取り組み、新入会員ではありました 

が、皆様との垣根が取れたように思われます。 

 

又、国際大会では、ブースを用意し、インドのドン英語学校の支援を、世界のクラブに 

協力をお願いしたり、青少年交換では、日本の学生は、ヨーロッパか英語圏が希望なので、 

なかなか交渉がうまく行かず、その上、阪神淡路大震災やサリン事件が有り、日本は怖い 

というイメージを強く持たれていました。 

 

いつも大会終了日に、ギリギリのところで交渉が成立し、やっと肩の荷が下せます。 

とても大会を楽しむどころではありませんでした。 

地区では、青少年交換の数は、１８人で、当時地区NO１でした。今は抜かれているかも 

しれません。 

 

又、メークアップに、ドイツ、カナダ、オーストラリア、インドネシアの例会に出席した事 

が有ります。目的はいっしょです。やり方は色々有り、感心する事が多くありました。 

 

ドイツは、１２：３０より、バイキングの食事でスタートの点鐘はなく始まって、 

終了１０分前に、会長が挨拶され、爆笑して終了です。ドイツはドイツ語、カナダ、オース 

トラリアは英語、インドネシアも例会中は英語です。当クラブでも、将来そうなるかも 

しれませんネ！ 

 

外国のクラブに行くのは、前もって、そのクラブに日本人は居るか！、また、その日の例会 

に出席されるか、確認して行くと良いです。 

当クラブは、４０年という歴史が有ります。 

経験の豊富さ、寛容の徳も知り、度量の広さや、自分を犠牲にする事が出来る、 

成熟したクラブです。 

 

さらに努力を重ね、燻し銀のごとく、輝きましょう。      忘れかけていました、 

本年度のテーマは、ライトアップ、ロータリーです。 

以上で、会長の時間を終ります。 
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   藤原和彦 会員 

【 創立記念日によせて（想い出） 】  

 

     

 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 ☏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 

 

 １９８２－８３年会長 今中七郎 会員(チャーターメンバー) 

  健康に留意、ロータリーの入会の慶び、ロータリーとはどういうものか 

  東京ロータリークラブの見事さ 

    （有名人の集いで金は出しても口は出さないとかの風評を打破） 

  年齢60年までの実施努力が大切、「日々是れ好日」 

  過ぎ去ったことは言わない、毎日毎日を前進（長生きの秘訣） 

 

 １９９５－９６年会長 北村  隆 会員 

  〇環境  １．例会場・・・現モール街の東北端隅の喫茶店（現ドコモ向い） 

         ２．親睦委員の受付・・・会員を記憶して名札授与 

         ３．旧会員との交流・・・京阪関係者（バス、電鉄、企業団地、医師など） 

         ４．委員会の催し・・・空場所を選んでの開催 

  〇事務局 １．週報の作成・・・桃花園印刷へ発注から事務局作成に移管、手数問題と 

                     経費負担事情の変革 

         ２．ガバナー来訪時・・・挨拶文の記録と応答（熊沢故ｶﾞﾊﾞﾅｰ（守口RC）に敬意） 

  〇周年行事・・・15周年記念の計画と全員の協力 

  〇外来者歓迎・・・会員とダイコロ㈱の好意によって新業務の披露に成功 

 

 ２００２－０３年度会長 藤原和彦 会員 

   6月誕生日の者は一人のみ 

   職業奉仕を離れての会員融和に感謝 

 

   今中七郎 会員 

    北村 隆 会員 



〒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 
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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） 

＊益々の発展を祈っています         今中七郎 

＊岩本会員より誕生祝に花束をいただいて 

   本日、７３才になりました            駕田  毅 

＊色々とありがとうございます             片桐公秀 

＊創立記念日例会を祝して             國田欣吾 

＊創立記念日例会のよろこびに        中野保博 

＊４１周年おめでとうございます         山本一郎 

○本日の配布物 

①６月３日週報 

②ロータリーの友６月号 

○本日の回覧物 

①ガバナー月信６月号 

○地区行事等出席報告（敬称略）          

5/30 新旧青少年奉仕正副委員長会議 田中、林宏毅 

○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 \41,000 累計    \1,005,240 

第１９５６回例会出席報告（５月２７日） 

総会員数 出席者 出席率 

５１名 ３１名 ６３．２７％ 

第１９５３回 例会補正後 出席率  ７５．００％ 

   メーク １３名  欠席 １２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。 

  

２０１５クールビズ 

 6月1日～９月３０日 

ロータリー徽章着用 


