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東北訪問 

 

東北訪問 

18:00 夜間例会     

ひらかた仙亭      

入会式 

  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 

 

   

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ 

   12:50 例会    

２０１５クールビズ  

6月1日～９月３０日 

ロータリー徽章着用 

〒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 
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   広報委員長   田中 一眞 

第１９６６回 例会出席報告（８月19日） 

総会員数 出席者 出席率 

４７名 ３２名 ７１．１１％ 

第１９６３回 例会補正後 出席率73.91 ％ 

  メーク３名  欠席１２名  除外１名 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊残暑お見舞い致します 

ニコニコ箱 合計 \10,000 累計  \230,000 

○本日の配布物 

 ①８月２６日週報 

 ②8月・9月くずはロータリーのみどころ（広報委員会） 

○本日の回覧 

 ①9月例会出席予定確認表 

 ②ＬＩＰ 8月号 

○地区行事等出席報告（敬称略）  

 8/22 社会奉仕委員長会議       源本 

 8/24～25東北訪問 小北、原田、上山、山口尚志 

    米田、稲田、多田、橘、國田、源本、粟津 

    木﨑、柿丸、森岡 

○地区行事等出席予定（敬称略）   

 8/27 地区災害支援委員会       初木 

 8/29 財団ｾﾐﾅｰ          小北、原 

 

嶋田愛親 

 

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） 
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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   

18:00 開会点鐘 

〇友情と親睦の握手 

〇ロータリーソング 

   「栄冠は君に輝く」 

〇お客様紹介 

〇会長の時間 

〇入会式 

   吾郷 泰廣 新会員 

   今平 健一 新会員 

   柏本 佳宏 新会員 

   川上 和之 新会員 

   大橋 智洋 新会員 

   田代ミチル 新会員 

   塔下 博之 新会員 

〇幹事報告 

〇委員会報告 

   出席状況報告ほか 

〇外部卓話 

 「少年野球大会について」  

   枚方少年野球連盟 

    理事長 中西俊毅 様     

〇その他 

   ニコニコｂOX報告 

〇19:00 閉会の点鐘 

KUZUHA ROTARY CLUB   KUZUHA ROTARY CLUB   KUZUHA ROTARY CLUB   Weekly Club BulletinWeekly Club BulletinWeekly Club Bulletin 

「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１９６７回 夜間例会  

於：ひらかた仙亭 

 

 

次回９月２日（水） 

例会 内容 

 ＊外部卓話 

 北河内柔道連盟副会長 様 

  ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ連盟枚方団長 様 

 ＊定例理事会 

本日の歌♪ 

「栄冠は君に輝く」 

 

雲は湧き 光あふれて 

天高く 純白の球 

今日ぞ飛ぶ 

若人よ いざ 

まなじりは歓呼に応え  

いさぎよし 

ほえむ希望 

ああ 栄冠は君に輝く  

 

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。 

 スタッフポロシャツ着用  

 

 

 

本日のお客様 

枚方少年野球連盟理事長 中西俊毅様(左) 

       〃   事務局長 深松明廣様(右) 



会長の時間   
 

 本日の例会はスタイルを変えまして、私が大変信頼する國田研修委員長が練りに練っ

て企画していただいた例会になります。 

 研修委員会とは定款にも載っていますが、ひとづくりを目的とした委員会です。研修に

よってロータリーを知って、好きになって、頑張ろうと思っていただけたらと思います。

コーディネーターに経験豊富な宮田さん、パネリストには、くずはロータリークラブのなか

でも個性あふれる方々にパネルディスカッションをしていただけると聞いています。 

 くずはロータリークラブについて様々な角度からご意見をいただけるものとなりますし、

参考にさせていただいて、これからの運営にも反映させていただこうと思っています。 

 例会時間も長くなりますが、最後までよろしくお願いしまして会長の時間を終わります。 

 

第1回会員研修会「くずはロータリークラブの未来、予想と創造」  
 

〇宮田コーディネーター 

 質問①将来、くずはRCの会員数は何名規模ですすめていけばいいと思われますか 

    畠仲会員  ：60名前後 それ以下であればいろいろな事業が出来なくなる 

    山口副会長：財政的には200万円の赤字とならぬよう70～80名が妥当  

    國田委員長：76名当時の盛り上がりを考えれば70名ベスト  

    源本委員長：50周年には100名を目標 質も量も必要 

    柿丸会員  ：会員数についてはよくわからないが新入会員への教育を期待 

    北川会員  ：予算、会場面を配慮する 

    山口伊太郎会員：例会をいかに魅力あるものにするか研修・長期委員会が各委 

            員会活動に目を光らすというシステムを作り上げていくことで人数は 

            ついてくるはず 減少には歯止めを要する   

     

 質問②今後の奉仕活動・事業内容についてどう思われますか  

   源本委員長：当クラブは親睦と社会奉仕に事業が集中しているので役割を分担化 

           する必要がある 

   山口副会長：奉仕活動をしている個人・団体を奨励するという奉仕事業を昨年より 

           実施、見直しについては毎年実施することで趣旨・目的を再確認し           

           想いを語り継ぐことが大切 今後はアクティブな奉仕活動も必要 

   國田委員長：5・10年サイクルの支援を考えていく もっと事業量を充実すべき 

   畠仲会員  ：事業の見直し 期間を決める 身の丈の支援をすること  

           会員が参加する事業が必要 

   柿丸会員  ：例会を魅力的にすることが魅力的な人材が育つ  

           退会防止にはクラブの魅力を高める必要がある 

小北 英夫 会長 

 宮田 元会長 

 山口 副会長 

 畠仲 元幹事 

 質問③当クラブのベテラン会員と新会員が融合するにはどうすればいいと思われますか 

    源本委員長：中間会員(50歳前後)が接着剤となって事業への動員を行い会話する 

             機会をつくる 

    畠仲会員  ：集まれる機会をたくさんつくること 

    今中会員  ：時間厳守 研修会の回数増加を期待 昼食会のみでは無意味 

            会員の職場見学実施を要望 このような研修の機会を増やして 

            会員の意見を述べる場が必要   

    山口副会長：会員交流の機会を増加する 新しい環境作りを望む 

    國田委員長：出前、職場見学に積極的に参加する事で会員間の理解が深まる 

    柿丸会員  ：たくさん交流事業をして頂き多くの先輩から話を聞きたい 
          

  

 〇まとめ 宮田 明 コーディネーター 

    質問① 平均７０～８０名ぐらい 

    質問② 事業をスタートする時は目的・期間を明確にする 

           事業見直しについては今後も今までと同様にすすめていく 

    質問③ 接する機会が少ないと会員さんの魅力がつかめないので、例会以外でも 

         汗を流 しながら接する機会をつくることを会長に期待する 

                   山口(伊)会員からお話があったように長期・研修委員会がいかにいい路線 

                   を引 いていくかによって当クラブの方向性が決まってくる 

         小北会長に諮問をお願いしたい 

        

 〇國田欣吾 研修委員長より御礼 

 

  卓話の時間をお借りして、第１回研修会が開催できました事を感謝申し上げます。 

また、３０分間前倒しで長時間お付き合いを頂き、重ねて御礼申し上げます。お陰で内容

のある時間を過ごすことが出来ました。 

 歴代会長の宮田コーディネーターのもと、パネリストに山口副会長、畠仲歴代幹事、  

源本会員増強委員長、入会１年目の柿丸会員に大変内容のあるパネルディスカッションを

実施してもらいました。現在のくずはロータリークラブの活動内容を含め反省としては、会

員の集まりが少なかったように思いますし、パネリストからのお話の時間が少なすぎた事は

残念に思います。しかし、具体的に現在のくずはロータリークラブの例会における出席率

を向上するための指針、社会貢献を旗印に地域に根ざした奉仕活動を行うためどのように

取り組んでいかなければならないかということに、一石を投じる事ができたように思います。 

 コーディネーターの宮田会員が最後にまとめて下さいましたことを、今後くずはロータ

リークラブのモデルの創造への一助になる事が出来るよう、長期計画へとつなげて頂けた

ら幸いです。今後は新入会員との研修・中堅会員（１０年前後を含めて）の研修を毎回行

い、クラブを活性化するために、ロータリアンの資質の向上の一翼を担う事が出来るように

努力をしてまいります。どうか会員の皆様のご支援ご協力をよろしくお願いします。 

源本 増強委員長 

 柿丸裕 会員 

岩本 長期計画委員長兼 

   研修副委員長 

國田 研修委員長 


