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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  

例会プログラム   

 

12:30 開会点鐘 

〇友情と親睦の握手 

〇ロータリーソング 

 「四つのテスト」 

〇お客様紹介 

〇会長の時間 

〇幹事報告 

〇委員会報告 

  出席状況報告ほか 

 

 

〇「第1回会員研修会」 

（パネルディスカッション形式） 

 ・趣旨・説明  國田委員長  

 ・ｺｰﾃﾞィﾈｰﾀｰ紹介 

           國田委員長 

 ・ﾊﾟﾈﾘｽﾄ紹介 宮田元会長 

  パネリスト    山口副会長 

             畠仲元幹事  

                       國田研修委員長  

                       源本増強委員長  

                    柿丸会員          

 ・まとめ     宮田ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

 ・研修委員会 今後の予定 

          岩本研修副委員長    

〇その他 ニコニコｂｏｘ報告 

〇13:30 閉会の点鐘 
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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１９６６回 例会  

於：くずはゴルフ場 

 

 

次回８月２６日（水） 

夜間例会  

ひらかた仙亭 

内容 

 ＊18:00 例会開始 

      新会員入会式  

      卓 話  

     枚方少年野球連盟 

     中西 俊毅 様 

 ＊19:00 例会終了 

 

今年度初の夜間例会です。 

是非ご出席ください！ 

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 

 

  

 

第９回くずはロータリークラブ杯 
枚方少年野球ジュニア大会 開会式のご案内 

 

2015年８月３0日（日）午前 ９時～  

於：ひらかた東部スタジアム 

（枚方市尊延寺２９８７－１） 

8時20分 現地集合 

会員の皆様ご参加よろしくお願い致します。 



会長の時間  

  

 皆さんこんにちは。新年度が始まって、１カ月が過ぎました。 

今月は会員増強月間です。会員増強委員長には、社会奉仕委員長をしていただい

ている源本委員長に兼任してもらっています。 

源本委員長の会社は、パシオンと言います。「パシオン」とは、ラテン語から生

まれたスペイン語で、英語では「パッション」 つまり情熱です。 

会員増強の話を委員長に色々と話しました。情熱をもって頑張りたいと言ってく

れました。「５名以上の増強を事業計画して下さい」と話をしましたら、 

「もっともっと増強しましょうよ。５０周年には１００名のクラブにしましょ

う。」と 熱く熱く語ってくれたのを思い出します。 

 ５名入会してもらうと５２名になりますが、増強委員長はじめ皆さんのご協力

で仲間と共に、６０名以上を目指せたらと思っています。６０名以上のクラブっ

てすごいと思います。 

 素晴らしい奉仕活動をしましょう。  

 すごい家族会をしましょう。 

 みんなで２０００回例会を喜びあいましょう。 

 改めて、皆さんにお力添えをいただきますようお願い致しまして、会長の時間

を終わります。 

小北 英夫 会長 

８月入会記念日祝 

  山中 卓 会員        三木 彰 会員 

８月お誕生日祝 

  北川 順清 会員         岡山 量正 会員       米田 勉 幹事 



卓話「ロータリー入会までの私」  

                 森岡順一 会員 

 

  

  父親が不動産関係の仕事をしていた影響もあり、地元楠葉の不動産会社に勤

め３４歳で現在の会社を設立致しました。３２歳の時に枚方青年会議所に入会

し、それまで社会貢献等にまったく興味が無かった自分ですが、青年会議所の運

動に参画することで、地域との関わり方や社会貢献等の大切さを学ばしてもらっ

た事が自分自身の意識変革に繋がり、くずはロータリークラブの一員として本日

この場に立たせていただいている事に感謝しております。 

 また、ロータリーの５大奉仕の一つに国際奉仕に興味を持っており、これから

機会があれば学ばせて頂きたいと思っております。至らない事が沢山ある未熟者

の私ですが、頑張って参りますので、諸先輩方々、これからも御指導いただきま

す様宜しくお願い致します。 

 御静聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

卓話「くずはロータリークラブ入会にあたって」  

                 柿丸  裕 会員 

 

 私は枚方市藤阪で造園工事・土木工事業を主とした建設業会社を経営しており

ます。 

 最近では地球環境問題にも職業柄着目し、造園業では森林の整備（植林）など

緑化事業に力を入れ、また異常気象などでの多くの災害対策として土木工事業で

は治山工事など地域の今後考えた事業展開をしております。 

 地域貢献・社会奉仕に気付いたきっかけは枚方青年会議所に出会ったのが始ま

りでした。それぞれの地域は多くの団体が無償で、地域の未来を考え行動して、

まちを創っているんだと知り、多くの出会いと学びを青年会議所で経験しまし

た。 

 また昨年はその枚方青年会議所で理事長を務めさせて頂き、昨年で卒業という

ことで新しい活動の場としてくずはロータリークラブに入会させて頂きました。 

 まだまだわからない事ばかりですが多くの先輩達に学び自分なりに探求し、く

ずはロータリークラブの一員として精一杯クラブ活動に力を入れていきたいと思

いますので今後とも宜しくお願い致します。 

 

森岡順一会員 

柿丸 裕 会員 



2015年 ８・９月 

日 月 火 水 木 金 土 

８／１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ 

   12:30 例会 

 

  10:00 社会奉仕委員長

会議 薬業年金会館 

２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ 

 
 

東北訪問 

 

東北訪問 

18:00 夜間例会     

ひらかた仙亭 

  14:00 財団セミナー   

YMCA会館 

３０ ３１ ９／１ ２ ３ ４ ５ 

少年野球JR 

大会開会式   
東部スタジアム 

９時開会 

  12:50 例会        

定例理事会 

   

６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 

   12:50 例会 

 

   

〒573-1121大阪府枚方市楠葉花園町14-2 
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電話 072-855-5125 FAX 072-855-5180 
Email: info@kuzuha-rc.jp 

URL:http://www.kuzuha-rc.jp/ 

KUZUHA ROTARY CLUB 発 行 

   国際ロータリー 第2660地区 

   創立：1974年5月30日 承認：1974年6月25日 

       クラブ名称変更承認：2005年6月  6日 

   会    長   小北 英夫   

   広報委員長   田中 一眞 

第１９６５回 例会出席報告（８月５日） 

総会員数 出席者 出席率 

４７名 ３０名 ６８．１８％ 

第１９６２回 例会補正後 出席率 84.44％ 

  メーク３名  欠席７名   除外２名 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊入会し早や20年、まだ息をしています 

 仲良くあそんで下さい。 

＊誕生祝を頂いたお礼に 

＊墓参りに行って来ました。今自分があるの 

 御先祖様があるからです。感謝です。 

＊入会記念品をいただいて 

ニコニコ箱 合計 \30,000 累計  \220,000 

○本日の配布物 

 ・８月１９日週報 

○本日の回覧 

 ①第9回くずはRC杯少年野球ｼﾞｭﾆｱ大会参加確認表 

 ②31米山奨学生学友会（関西）   

○地区行事等出席予定（敬称略）  

 8/22 社会奉仕委員長会議       源本 

 8/27 地区災害支援委員会       初木 

 8/29 財団ｾﾐﾅｰ          小北、原 

 

 

山中  卓 

北川順清 

は 

岩本昌治 

三木  彰 

第22回５RC親睦ゴルフ大会のご案内 

  

 

 ・日 時 ９月２５日(金) 

      午前７時４６分（ｱｳﾄ･ｲﾝ）同時ｽﾀｰﾄ  

 ・場 所 交野カントリー倶楽部 

 ・会 費 10,000円  

 ・締切日 8月19日（水） 


