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6月1日～９月３０日 

ロータリー徽章着用 

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  

次回 7月22日（水） 

例会 内容 

 ◎ガバナー補佐訪問 

 ＊事前懇談会 

  11:45～ 事務局 

 ＊講話「補佐訪問所感」 

  岩本静江ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 

 ＊3分間ｽﾋﾟｰﾁ 宮田会員 

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 

 「我等の生業」 

・会長の時間 

・ご挨拶 

 枚方RC会長 田邉 誠 様 

  〃   幹事 藤田典史 様 

 交野RC会長 森脇嘉三 様 

  〃  幹事  橘 正記 様 

・幹事報告 

・委員会報告 

  出席状況報告ほか 

・3分間スピーチ 

  藤原和彦 会員 

・クラブ協議会 

 ◎14-15年度決算審議 

   14-15会計 國田欣吾会員 

   監査報告  北村  隆 会員 

 ◎15-16年度予算審議 

      15-16会計 多田利生会員 

・その他   

  ニコニコＢＯＸ報告 

・13:30 閉会の点鐘 
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第１９６３回 例会  

於：くずはゴルフ場 

本日の歌♪ 

「我等の生業」 

我等の生業 

さまざまなれど 

 集いて図る心は一つ 

求むるところは 

平和親睦 

（やわらぎむつび） 

 力むるところは向上奉仕 

おお ロータリーアン  

 我等の集い 

 

RI第2660地区献血活動に 

参加しました！ 

 

日程：2015年7月１２日(日)  

京阪樟葉駅前にて実施 

血液が枯渇する夏の時期に赤十字

血液センターとの協力の下、樟葉

駅前にて一般の方への献血の呼び

かけ､ＰＲを行いました。 

この活動は、地区の社会奉仕プロ

ジェクトの一環です。小北会長、

北村会員、木﨑地区社会奉仕委員

が参加。 



 会長の時間  

 

 カナダで開催されたサッカー女子ワールドカップ、なでしこジャパンは惜しく

も２連覇を逃しました。序盤から相手国アメリカのパワーに押されるという展開

で５対２という結果でしたが、よく頑張ったと思います。特に澤穂希選手は、

ワールドカップ６大会連続出場しています。４年で１回ですから、２４年間にわ

たって出場しているこの記録は男子女子を通じて世界史上最多出場選手でありま

す。まさにの日本の「ほ・ま・れ」であります。 

 さて、先日２６６０地区より重要なお知らせが来ました。大阪南西ロータリー

クラブが解散したという事でした。大阪南西ロータリークラブは1975年大阪ロイ

ヤルホテルで我がクラブと認証状伝達式を合同で挙行したクラブでした。 

 非常に驚きましたが、会員数は10名あまりと聞き、会員数の少ないところは

ロータリークラブとしての活動は限られてきますし、改めて仲間と共に会員増強

が重要であると思います。みなさん、どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は3分間スピーチを北村先輩、そしてその後、新理事の就任挨拶がございま

すので、お話される方、また聴かれる方、どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日の週報の表紙の花は、「日日草」、花言葉は「友情」です。 

 以上で、会長の時間を終わります。 

  

 

 3分間スピーチ      北村 隆 会員               
  

 

「小北新会長の就任を祝して～二世代に亘っての今昔～」 
  

    小北新会長が新しい構想と逞しい気力をもってお慶びを申し上げます。 

 つらつらと考えて参りますと、英夫会長のご尊父である畏友信一様は、大正時

代末期の生誕者同年会員として、とくに親交に預かって参りました。 

 当クラブ創立15年を記念し初めて作成された会員名簿を繙き、懐かしさ一入で

あります。 

〇ご令息への想い～父親から 

 今より25年も昔のことになりますが、クラブ親睦会行事にて宇治の鵜飼に出か

けたことがあります。親しく同席したバスの中で、ご尊父はご令息英夫君のこと

を次のように語っておられました。 

 「私は鶏卵の販売で苦労しているのに、息子は意を解してくれず、卵に似てい

るとてゴルフボールの扱いに専念しているので困ったものだ」と。 

 

北村 隆 会員 

小北英夫 会長 



〇ご尊父に恩返し～令息から 

 それでも、英夫会長には将来を見越しての叡智を働かせておられたのでしょ

う。只今は、ゴルフ業界にて見事な妙技を発揮され、同好者の親睦繁栄に貢献さ

れておられます。 

 一方、お仕事では、鶏卵へのご研究は殊のほか深く、ご尊父の偉業を立派に引

き継がれ、業界では首位を争われるだけでなく、世界市場への伸展も期待されて

います。 

〇雑談からの教え 

 これもその筈、自称しておられる「父親の厳しい訓導」と猛烈に激しかった

「中学校時代の先生」の賜物だと思われます。 

 このことごとは、折に触れて承って参りましたご尊父様とご令息英夫会長から

の談話によって私に教えられた有益な結果と信じられます。 

 7月度 入会記念日御祝   

  川島吉博 会員         粟津直晶 会員        橘喜久夫 会員         山本一郎 会員 

          岩渕信廣 会員         瀬川裕一 会員        久保 勉 会員 

  三木 彰 会員       畠仲 聡 会員      國田欣吾 会員      多田利生 会員      岩渕信廣 会員   

 7月度 お誕生日御祝   



2015年 7月・８月 
日 月 火 水 木 金 土 

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ 

  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 
18:00 ５RCｺﾞﾙﾌ打合せ

ﾆｭｰｺﾏﾝﾀﾞｰﾎﾃﾙ 

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ 

 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 

   

２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ８／１ 

   定款休会①   14:00 広報委員長会議 

薬業年金会館  

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

   12:50 例会   14:00 国際奉仕委員長

会議 薬業年金会館 

９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ 

   休会（夏季休）    

〒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１９６２回 例会出席報告（７月８日） 

総会員数 出席者 出席率 

４７名 35名 81.40％ 

第1959回 例会補正後 出席率 83.33％ 

  メーク10名  欠席8名   除外2名 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊親子鷹の羽ばたきを祝して  

＊誕生日祝を頂いた喜びに    

＊入会記念の喜びに      

＊入会記念を頂いてありがとうございます 

＊前回欠席のお詫びと 

  小北会長の新年度を祝して    

ニコニコ箱 合計 \26,000 累計  \142,000 

○本日の配布物 

 ①7月15日週報 

 ②3分間スピーチ資料（藤原会員） 

 ③クラブ全員協議会議案書 

○地区行事等出席報告（敬称略） 

 7/14 枚方RC表敬訪問      小北、米田 

○地区行事等出席予定（敬称略）  

 7/16 交野RC表敬訪問          小北、米田 

 7/18 米山奨学研修会      米田、白井 

 7/18 ５ＲＣゴルフ打合せ    小北、髙島 

 7/21 IM3組会長幹事会      小北、米田 

 8/1 広報委員長会議      田中 

 

「第11回七つ星歩こう会」のご案内 

  今回は『奈良散策』 

 ・日  時 7月24日(金) 

 ・集合場所 京阪牧野駅京都行ホーム一番前 

 ・集合時間 午前9時 

 ※ご不明な点は岩本会員まで 

  ご連絡下さい。 

山中  卓 

三木  彰 

粟津直晶 

瀬川裕一 

 

岩渕信廣 


