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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  

次回 7月15日（水） 

例会 内容 

 ＊クラブ全員協議会 

      14-15決算審議 

       15-16予算審議 

 ＊3分間スピーチ  

    藤原和彦 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 

 「四つのテスト」 

・会長の時間 

・幹事報告 

・委員会報告 

  出席状況報告ほか 

・3分間スピーチ 

  北村 隆 会員 

 

・就任ご挨拶 

 岩本昌治 理事(長期計画担当) 

 橘喜久夫 理事（職業奉仕担当） 

 粟津直晶 理事（青少年奉仕担当） 

 源本将人 理事（社会奉仕担当） 

 木﨑信也 理事（国際奉仕担当） 

・その他   

  ニコニコＢＯＸ報告 

・13:30 閉会の点鐘 

・本日の会合 

＜臨時定例理事会＞ 

 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、川島 
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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１９６２回 例会  

於：くずはゴルフ場 

本日の歌♪ 

「四つのテスト」 
 

真実かどうか 

みんなに  

公平か 

好意と友情を 

深めるか 

みんなのために 

なるかどうか 

おめでとうございます！ 

 

 

 

【７月 入会記念日】 

川島吉博会員 H ７．７．１９ 

粟津直晶会員 H１８．７．１２ 

林 宏毅会員 H２２．７．２１ 

橘喜久夫会員 H２２．７．２１ 

山本一郎会員 H２２．７．２１ 

森川正敏会員 H２４．７．  ３ 

岩渕信廣会員 H２６．７．１６ 

久保 勉会員 H２６．７．１６ 

瀬川裕一会員  H２６．７．１６ 

 

【７月 お誕生日】 

森川正敏会員 S２２．７．１２ 

三木 彰会員 S２２．７．２９ 

髙島叔孝会員 S２４．７．１６ 

畠仲 聡会員 S２６．７．２３ 

國田欣吾会員 S３３．７．２３ 

森 賢司会員 S３５．７．３１ 

多田利生会員 S４０．７．２７ 

岩渕信廣会員 S４６．７．１１ 



「 就 任 挨 拶 」 

 岩本 昌治 理事 兼 長期計画委員長 
 

 ５年ぶりの理事の大役を楽しみたいと思います。 

 先日の第1回理事会も我がクラブの若手の理事役員の活発な若々しい考え方に接

し、今からの我がクラブは、これだと感じました。 

 昔の事をぐだぐだ言ってはいけません。私、20年選手が持たないといけない考

え方は、若い理事役員の方々の考え方をきっちりと支持しながら、微調整をする

事が役目だと思っています。 

 この一年、小北会長を支えて、クラブの為に真心をつくしたいと思っていま

す。 よろしくお願いいたします。 

 

 

 橘 喜久夫 理事 兼 職業奉仕委員長   

  

     本年度、クラブ理事職業奉仕委員長という重責を任ぜられました橘です。 

 小北会長の「自らの職業を通じて社会に貢献し会員に啓発します」との方針の

もと、職場見学のほかクラブ会員の皆様に御意見を聞きながら出前授業の協力お

願いしたいと思っておりますので、御理解の程よろしくお願いします。 

 本年度、クラブテーマであります「仲間と共に」のもと、クラブ会員の皆様の

御協力をお願いしまして職業奉仕の職責を果たすよう精一杯努力したいと思いま

すので、この一年の会員の皆様の御指導と、御協力をよろしくお願いします。 

 

 

 

 粟津 直晶 理事 兼 青少年奉仕委員長   

 

 

 本年度、青少年奉仕委員長を仰せつかりました粟津でございます。この委員会

は、多くの対外的な事業を抱え、他団体の方と接する機会も多く、私自身クラブ

入会以来はじめての経験にもなりますが、委員長としてまた理事として１年間推

進するに当たり身の引き締まる思いであります。 

 本年の事業としては、くずはロータリー杯少年野球ジュニア大会開催、支援事

業としては北河内柔道大会・ボーイスカウト活動、そして、学童保育児童への百

科事典寄贈事業を行いながら、地域の青少年の健全な育成に行動し１年間努めて

参りますので、会員の皆様のご協力をお願いいたします。 



   源本 将人 理事 兼 社会奉仕委員長     
  

 

 昨年、４０周年という大きな節目を終え次のステップに向けて歩きだした一

年目。本年度、社会奉仕委員長を仰せつかり、会長方針に沿うべく時代の変化

に合わせたロータリー活動目指し、枚方の地域社会により密着したクラブとし

て充実した奉仕活動を行います。 

 また、本年度で5年目を迎えます東北の復興支援につきましても、昨年記念

式典に出席頂いた御礼も含め秋ごろには宮城の地を訪問する予定です。気仙

沼、気仙沼南ロータリークラブの意見・情報交換を通じて今後の交流を模索し

てまいります。多くのご参加よろしくお願いします。他の事業におきましても

精一杯努めてまいる所存ですので会員皆様のご支援、ご協力の程よろしくお願

いいたします。                     

   木﨑 信也 理事 兼 国際奉仕委員長   

 

 本年度、交際奉仕委員長を仰せつかりました木﨑信也です。宜しくお願い致

します。 

 国際奉仕委員会は、他国のロータリアンと交流を通し、相互理解を深め、国

際理解・平和の推進に貢献すること及び、ＲＩ3660地区チェンライＲＣ原田義

之氏を通じ、ミャンマー・ラオス国境近くのタイ王国少数民族アカ族の子ども

達に対し、文具を寄贈し、母国語であるタイ語の識字率５６％からの向上を継

続支援する活動を行っていきます。 

 本年度も小北会長のスローガン『仲間と共に～ｔｏｇｅｔｈｅｒ ｗｉｔｈ ｍｅｍｂｅｒｓ～』

のもと、一年間務めてまいりますので、宜しくお願い致します。 

  

「 前年度 役員表彰 」    

  原田武夫 直前会長                  岡山量正 前幹事      白井博巳前ＳＡＡ 

「 14-15年度 ホーム皆出席 達成会員 」    

   日野守之 会員                  源本将人 会員        白井博巳 会員 



2015年 7月・８月 
日 月 火 水 木 金 土 

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ 

   12:50 例会        

臨時理事会 

   

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 

〒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１９６１回 例会出席報告（７月１日） 

総会員数 出席者 出席率 

４７名 ３６名 80.00％ 

第1958回 例会補正後 出席率  81.25％ 

  メーク２名  欠席９名   除外２名 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊くずはRCの益々の発展と皆様方の健康長寿を 

  念願しています                  今中七郎 

＊小北丸の出航を祝って              原田武夫 

＊小北丸船出を祝ってのよろこびに       髙島叔孝 

＊小北会長の出発を祝って            北川順清 

＊新年度例会を迎えた喜びに          小北英夫 

＊小北会長の船出への御祝に          國田欣吾 

＊新年度を迎えて                  米田  勉 

＊新年度の出発に！                日野守之 

＊小北年度のスタートを祝って          橘喜久夫 

＊新年度スタートのよろこびに          木﨑信也 

＊今年も一年よろしくお願いいたします     白井博巳 

＊第1回例会を祝って！              稲田義治 

ニコニコ箱 合計 \116,000 累計  \116,000 

○本日の配布物 

 ①7月８日週報 

 ②15-16年度上期会費請求書 

 ○本日の回覧物 

 ・ 

○地区行事等出席報告（敬称略） 

 第1回地区社会奉仕委員会           木﨑 

○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       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 


