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2015～16年度 理事・役員 

会長 小北英夫  直前会長 原田武夫  会長エレクト 上山芳次  副会長 山口尚志  幹事 米田 勉   

       SAA 稲田義治  会計 多田利生  理事（長期計画）岩本昌治  理事（職業奉仕）橘喜久夫   

        理事（青少年奉仕）粟津直晶    理事（社会奉仕）源本将人  理事（国際奉仕）木﨑信也  

本日の歌♪ 

「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 

次回 7月8日（水）例会 内容 

＊理事就任挨拶 

（５大奉仕・長期計画） 

 岩本昌治理事・橘喜久夫理事 

 粟津直晶理事・源本将人理事 

 木﨑信也理事   

＊3分間スピーチ  

 北村隆会員 

＊臨時理事会  

 13:35～ 於：例会場 

例会プログラム   

・12:30 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」 

・乾杯 

－食事と歓談 － 

・就任挨拶 

  小北英夫 会長 

  山口尚志 副会長 

  米田 勉 幹事 

  稲田義治 SAA 

・記念品贈呈 

 前年度役員 

 前年度ホーム皆出席 

 前年度皆出席 

・年間プログラム発表 

  林宏毅 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 

・幹事報告 

・委員会報告 

  出席状況報告ほか 

・その他   

  ニコニコＢＯＸ報告 

・13:30 閉会の点鐘 

・本日の会合 

＜第1回定例理事会ｸﾗﾌﾞ協議会＞ 

 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、林宏毅 

 川島、嶋田、宮田、國田、原 

 白井、高島、北村 

2015～16年度 新役員の皆様 
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「仲間と共に～       ～」 

  

国際ロータリーテーマ 

 

2015～16年度 クラブテーマ 

 

    

第１９６１回 例会  

於：くずはゴルフ場 

○2014-15年度 ホーム皆出席 ３名  

 日野守之 会員 皆出席  9回／在籍 10年 

 源本将人 会員 皆出席  6回／在籍 9年 

 白井博巳 会員 皆出席  1回／在籍 3年   

○2014-15年度 皆出席会員 ２５名 

 38回皆出席  今中七郎 会員  38/41 

 35回皆出席  北村 隆  会員  35/37  

 26回皆出席  宮田  明 会員  26/26 

 23回皆出席  原田武夫 会員  23/25          

 22回皆出席  岩本昌治 会員  22/24 

           駕田 毅  会員  22/22 

           北川順清 会員  22/22 

                     高島叔孝 会員  22/22 

 20回皆出席  山中 卓  会員  20/20 

 17回皆出席  上山芳次 会員  17/17 

 15回皆出席  國田欣吾 会員  15/16 

 13回皆出席  三木 彰  会員  13/14 

            山口伊太郎会員 13/13  

           初木賢司 会員  13/13                     

 12回皆出席   山口尚志 会員  12/16 

 11回皆出席  川島吉博 会員  11/19 

  10回皆出席  小北英夫 会員  10/20 

   9回皆出席  米田 勉  会員   9/13 

  7回皆出席  岡山量正 会員    7/18 

   4回皆出席  橘喜久夫 会員   4/5 

  2回皆出席  多田利生 会員   2/7 

  1回皆出席  原  正和 会員   1/10             

           林  宏毅 会員   1/4 

           田中一眞 会員   1/4 

           稲田義治 会員   1/3 

  

おめでとうございます！ 



「 会 長 方 針 」 

 くずはロータリークラブは1974年に創立し、昨年で40周年を迎え、無事に記念事業を終

えることができました。先達がこれまで築き上げられた歴史の重みを感じ、会長という大役

をさせていただくことに感謝するとともに身の引き締まる思いです。  

 会長を務めるにあたり、我がクラブの40年という歴史と伝統を継承し、時代の変化に合わ

せたロータリー活動が大切であると考えます。 

  

   【クラブ奉仕】 親睦を深め、クラブを活性させ、事業を達成します。  

   【職 業 奉 仕】 自らの職業を通じて社会に貢献するという大切な役割を 

             会員に啓発します。  

   【社 会 奉 仕】 地域社会にクラブとしてより充実した奉仕活動を行います。  

   【国 際 奉 仕】 自由で平和な社会を作り上げるための一助となる活動をします。  

   【青少年奉仕】 未来ある青少年に夢と希望を与え責任と自覚を促します。  

 

 そして、本年度は、記念すべき2000回例会を迎えます。20年で1000回、40年で2000回と

いう歴史の積み重ねの例会です。KUZUHA all starsで一緒に喜びを分かち合いましょう。 

 

 ポールハリスが好きだった言葉の中に 「together with members」という言葉があります。

つまり「仲間と共に」であります。また、「人は仲間がいなければならない」それは、互いを尊

敬できる仲間と親睦関係を築けば、奉仕の理想につながると言っています。  

 

 因って、本年度クラブテーマを「仲間と共に together with members 」とします。我がクラ

ブは、年長の会員から若い会員に気軽に声をかけていただける素晴らしいクラブと成長し

ました。この一年、より親睦を深め、楽しいクラブライフを過ごしていただきたいと思います。  

 

 くずはロータリークラブには、仲間の事を心配して下さる先輩、仲間のために真剣に叱っ

て下さる先輩、「しゃあないなぁ」と背中を押してくれる後輩等、たくさんの仲間がいます。

私は、このような素晴らしい仲間のいるくずはロータリークラブが好きです。好きやから頑張

りたいです。  

 ご指導、ご協力をよろしくお願いいたします。  

 

             

                 

                 2015-16年度会長  小北 英夫 

小北英夫 会長 

「仲間と共に～         ～」 



「 就 任 挨 拶 」        

 本年度、幹事という重責を仰せつかり身の引き締まる思いでおります。 

会長の方針の「仲間と共に together with members」で全力疾走されてい

る小北会長を全力で伴走したいと考えております。 

 会員の皆様のご意見を頂戴しながら、一生懸命精一杯頑張りますので、ご指

導ご協力の程、一生懸命、精一杯頑張りますので、何卒、宜しく御願い致しま

す。 

                           

 この度、2015-16年度、ＳＡＡを仰せつかりました稲田義治でございます。

入会して日も浅く、経験不足ではございますが、若さを前面にだして取り組ん

でまいります。 

 小北会長のスローガン「仲間と共に」を念頭に、メンバー皆様と共に楽しく

有意義な例会を目指し、ＳＡＡとして職務を全うしたいと思います。本年度

は、通常例会をはじめ、2000回例会、早朝・夜間例会等がございます。山口副

会長、川島親睦委員長と連携を深め、スムーズに運営できるよう努めてまいり

ます。 

 最後になりますが、例会の進行役として、メンバーの皆様にいろいろとお願

いをすることがあろうかと存じます。何卒、ご協力のほど宜しくお願い申し上

げます。自分自身のため、また、くずはロータリーのために、1年間楽しみな

がら精一杯頑張ります！ 

 昨年度を以て、私どものクラブは創立40周年の歴史を刻みました。そして記 

念すべき事業を終えることができ、その歴史の重みを感じるところです。 

 そして、新たな年度のスタートとなり、小北会長の方針「仲間と共に」の 

スローガンのもと副会長の職責をしっかりと果たす所存です。特にクラブ奉仕 

部門におきましては、会員の皆様の厚いご協力とご理解のもと、会員相互の親 

睦をより深めること、即ちクラブの活性化に努める次第です。それは、くずは 

ロータリークラブの40年の歴史と伝統をより発展に向けての源泉であると信じる 

からであります。 

 会員の皆様のご指導とご支援をお願いし、就任のご挨拶とさせていただきま

す。    

山口尚志 副会長 

稲田義治 S.A.A 

米田 勉 幹事  



2015年 7月 

月 火 水 木 金 土 日 

  １ ２ ３ ４ ５ 

  12:30 初例会            

定例理事会･ｸﾗﾌﾞ協議会 

    

６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 

  12:50 例会        

臨時理事会 

    

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ 

 枚方RCへ    

新年度挨拶  

（会長・幹事） 

12:50 例会        

枚方RC・交野RC     

（会長・幹事来訪） 

交野RCへ  

新年度挨拶

（会長・幹事） 

 14:00 米山研修会

大阪YMCA会館 
（ｴﾚｸﾄ・幹事・委員長） 

 

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ 

海の日 １５:00会長幹事会

大東市民会館 

（会長・幹事） 

12:50 例会        

G補佐来訪 

    

２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ８／１ ２ 

  定款休会①     

〒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１９６０回 例会出席報告（６月24日） 

総会員数 出席者 出席率 

50名 33名 70.21％ 

第1957回 例会補正後 出席率  78.72％ 

  メーク2名  欠席10名   除外3名 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

 

＊6月１2日(金)甲子園の始球式無事終え 

   一生の記念として皆様に感謝しています 今中七郎 

＊１年間ありがとうございました  

   原田会長 役員の皆様に感謝       日野守之 

＊原田、上山丸一年間楽しませてもらいました 

   感謝です                    岩本昌治 

＊１年間ご協力ありがとうございました      上山芳次 

＊原田会長のフィナーレ ご苦労様でした 

   感謝をこめて―                 山中  卓 

＊１年間ありがとうございました          原田武夫 

＊原田会長 記念になるものをありがとうございました 

                             田中一眞 

＊1年間終えられたよろこびに           岡山量正 

＊原田会長 1年間ありがとうございました   小北英夫 

ニコニコ箱 合計 \68,000 累計  \1,138,240 

○本日の配布物 

 ①7月1日週報 

 ②ロータリーの友7月号 

 ③15－16年度週報ファイル 

 ④15－16年度委員会構成表・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・緊急連絡網 

 ⑤15－16年度例会について 

 ⑥15－16年度RI会長･ｶﾞﾊﾞﾅｰ・G補佐・会長の方針と略歴 

○本日の回覧物 

 ①ガバナー月信7月号 

 ②7月例会出席確認表 

 ③枚方・交野地区保護司会「みのり」7月号 

○地区行事等出席報告（敬称略）  

 6/30 ソロプチミスト大阪ｰ北東 30周年式典  原田 

○地区行事等出席予定（敬称略） 

 7/14 枚方RC新年度ご挨拶      小北、米田 

 7/16 交野RC新年度ご挨拶          小北、米田 

 7/18 米山奨学研修会    上山、米田、白井 


