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２０１５クールビズ  

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  

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 

 「それでこそロータリー」 

・お客様紹介 

・会長の時間 

・ご挨拶 

 国際ﾛｰﾀﾘｰ第2660地区 

 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 岩本静江 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 

  宮田  明 会員 

・卓話「ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問所感」 

  ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 岩本静江様 

・本年度事業報告  

    米田  勉 幹事 

・謝辞  

    山口尚志 副会長  

・その他   

  ニコニコＢＯＸ報告 

・13:30 閉会の点鐘 

＜本日の会合＞ 

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐との事前懇談会 

 11:45～ 於：クラブ事務局 

 会長・副会長・幹事 
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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１９６４回 例会  

於：くずはゴルフ場 

☆7月2９日（水） 

 

定款により休会 
 

 

 

 

次回８月5日（水） 

例会 内容 

 ＊卓話  柿丸 裕 会員 

         森岡順一 会員 

 ＊第2回定例理事会 

  

本日の歌♪ 

「それでこそロータリー」 

どこで会っても  

やあと言おうよ 

 見つけた時にゃ  

おいと呼ぼうよ 

遠い時には  

手を振り合おうよ 

 それでこそ  

ローローロータリー 

 

本日のお客様 

 

 

 

 

 

 
 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2660地区 

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 岩本静江  様 
 

 

＊勤務先：有限会社 岩本 

＊職業分類:不動産管理 

＊ﾛｰﾀﾘｰ歴： 

 1996年3月14日大東中央RC入会 

            ﾁｬｰﾀｰﾒﾝﾊﾞｰ 

 2001～02年度 幹事 

 2006～07年度 会長 

 2009～12年度 理事 

 2013～14年度 理事 

＊その他： 

  ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ･ﾎﾟｰﾙ・ﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰ 

  米山功労者（ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ） 



会長の時間  

 本日は枚方RCから田邉会長・藤田幹事様、交野RCから森脇会長・橘幹事様が本年度

就任のご挨拶にとお越しいただきました。私と米田幹事は、昨日枚方RCの厳粛で素晴

らしい例会で挨拶をさせていただき、明日は交野RCの例会にお邪魔させて頂きます。

両クラブの会長幹事様には後ほどご挨拶を頂戴できるとのことですので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 先週の9日に片桐会員の御母堂様がご逝去されました。謹んでお悔やみ申し上げま

す。片桐会員の御意志を尊重し、会員皆様にはご連絡を致しませんでしたが、くずは

RC会員一同として供花と弔電をさせていただきました。本日は欠席されております

が、お気を落とされていると思いますので、例会に来られた時には皆様からお声を掛

けて頂けたらと思います。 

 12日の日曜日は地区ローターアクトクラブいわゆるRAC（ラック）の献血活動があ

りました。ラックとは簡単に申しますと『18～30才までの男女の若年成人が能力の開

発や地域に役立つことを目的に親睦と奉仕活動を通じて社会に貢献するというロータ

リークラブが応援する団体』です。 

 わがクラブから地区社会奉仕委員に出向しています木﨑会員に「今回は地元の樟葉

であるので顔を出してほしい」と言われ北村会員と参加致しました。若い人が声を枯

らすほど「献血をお願いします」と一生懸命にPRしている姿を見て、ラックも凄いな

と改めて思いました。献血のバス2台の受付はすぐいっぱいになり、その中で木﨑会

員が汗をかきながら、献血の看板を持ち、ティッシュを配り、若い人とともに頑張っ

ていました。いつもこのくらい頑張ってくれたらなぁと思うくらい張り切っていたこ

とを報告し、会長の時間を終わります。 

 

３分間スピーチ   藤原 和彦 会員 

番号法（マイ・ナンバー）成立までの経緯 

 今から、約50年前から国民一人ひとりに番号をつける、国民総背番号の検討が始められま

した。そこで、昭和５５年に所得税法に一部改正で、いわゆるグリーンカード（少額貯蓄等利

用者カード）について法案が成立しました。これは、郵便貯金のマル優という非課税制度が、

相当悪用されている事が指摘され、マル優をきちんと管理するために、番号を付して、グリー

ンカードを提出しなければ優遇口座を開かないことにして、管理しようという試みであったが、

一部の議員が執行を停止するための廃止法案を提出、可決成立し、グリーンカード制度は

「とん坐」しました。 

 以後、なかなか実現は困難であったが、その雰囲気が一変したのが、平成19年に発覚した

いわゆる「消えた年金問題」であります。すなわち、番号できちんと管理する仕組みができて

いれば、このようなことが起こらなかったのではないかという事が提起され、その当時の新たな

民主党政権において「社会保障・税番号」ということで具体的に検討が進められました。自民

党政権にもどり、平成25年3月に「番号関連4法案」が可決され、同31日に公布されました。 
 

藤原 和彦 会員 

小北 英夫 会長 



昨年の開会式の様子 

 

ご挨拶  枚方RC会長  田邉 誠  様               
  

 昨日は小北会長に当クラブの例会で丁重なご挨拶を頂きあり

がとうございました。枚方RCは現在メンバーは46名、平均年齢

57才、平均在籍年数9年、入会2年未満19名、そのような状況の

中、新旧メンバーの親睦が課題であります。 

 来年創立55周年を迎えます。式典の予定は来年1月24日ホテル

京阪ユニバーサルタワーにて行いますのでご出席下さいますよ

うよろしくお願い致します。 
  

ご挨拶  交野RC会長  森脇 嘉三 様       
  

 交野RCは会員数35名、経験年数の浅い若いメンバーが多く、

経験不足の点をカバーしていくのが任務だと存じますので、ご

指導の程お願い致します。本年度の方針は活気に満ちた楽しい

クラブを目指し、人の集まるクラブにして行きたいと思います

ので、どうぞ一年間よろしくお願い致します。 

クラブ全員協議会   

*２０１４－１５年度決算報告   

  ①2014-15年度決算報告について  國田 前会計より報告 

  ②2014-15年度監査報告について  北村 前監査より報告 

*２０１５－１６年度予算審議 

  ①2015-16年度予算（案）について  多田 会計より発表 

8月の「くずはロータリーの見どころ」 

 今年も、くずはロータリークラブ杯枚方少年野球ジュニア大会の季節が、やってきました。 

枚方少年野球は、プロ野球のセリーグ内で勝率を競うのと同じよう

に、枚方リーグ内の12チームで毎年優勝を競われています。 

 くずはロータリークラブ杯はそのリーグ戦とは一線を画し、枚方市

外からも野球チームが参加できることから、市外でどのくらいの実力

があるのかを試すのに、絶好の機会になっています。トーナメント方

式で勝ち抜いていくのに、子ども達にとっても、リーグ戦とは違った

緊張感とともに、力が入る試合になっています。ちなみに、昨年度の

大会では参加チーム数は７９チームあり、優勝は南京都の兜台少年野

球チームでした。 

 開会式に先立って、共同主催の枚方少年野球連盟の理事が、例会に来られます。 

 皆さん、今年もこのくずはロータリー杯から、今年の夏を実感し、お楽しみください。 

開会式の楽しみ方を、8月の週報でまたお知らせします。  

    開会式 ８月３０日（日）                  広報委員会  委員長   田中一眞 

 橘 正記 幹事         森脇嘉三 会長 

 藤田典史 幹事        田邉 誠 会長 

國田欣吾 (前)会計   多田利生 会計 



2015年 7月・８月 

日 月 火 水 木 金 土 

７／１９ 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        

定例理事会 

  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）    

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ 

   12:50 例会 

 

  10:00 社会奉仕委員長

会議 薬業年金会館 

〒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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   会    長   小北 英夫   

   広報委員長   田中 一眞 

第１９６３回 例会出席報告（７月１５日） 

総会員数 出席者 出席率 

４７名 ３１名 ７０．４５％ 

第1960回 例会補正後 出席率 83.33％ 

  メーク７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） 

＊３分間スピーチ無事終えて 

＊２２年皆出席記念品をいただいて 

＊新年度ご挨拶 

＊新年度ご挨拶 

ニコニコ箱 合計 \35,000 累計  \177,000 

○本日の配布物 

  ・7月22日週報 

○本日の回覧 

  ・8月例会出席確認表 

○地区行事等出席報告（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 

○地区行事等出席予定（敬称略）  

 8/1 広報委員長会議         田中 

 8/22 社会奉仕委員長会議       源本 

  

第11回七つ星歩こう会『奈良散策』のご案内  

 

 ・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 

藤原和彦 

駕田  毅 

枚 方 RC 

交 野 RC 

第22回５RC親睦ゴルフ大会のご案内  

 

 ・日  時 ９月２５日(金) 

 ・集  合 交野カントリー倶楽部 

 ・会  費 10,000円  

  ※詳細は後日ご案内致します 


