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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   

 

・12:50 開会点鐘 

・友情と親睦の握手 

・国家斉唱 

・ロータリーソング 

 「奉仕の理想」 

・お客様紹介 

・会長の時間 

・幹事報告 

・委員会報告 

  出席状況報告ほか 

 

・卓話 柿丸 裕 会員 

     森岡順一会員 

・その他   

  ニコニコＢＯＸ報告 

・13:30 閉会の点鐘 

＜本日の会合＞ 

第2回定例理事会 

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、國田 
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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１９６５回 例会  

於：くずはゴルフ場 

☆８月１２日（水） 

 

夏季による休会 
 

 

 

 

次回８月１９日（水） 

例会 内容 

 ＊12:00～12:25 食事 

  （レストラン） 

 ＊12:30～例会開始 

本日の歌♪ 

「奉仕の理想」 

仕の理想に 

集いし友よ 

 御国に捧げん 

我等の業 

望むは世界の 

久遠の平和 

 めぐる歯車いや輝きて 

永久に栄えよ 

 我等のロータリー 

 

おめでとうございます！ 

 

 

 

【８月 入会記念日】 

中村雄策会員 H ５．８．２５ 

山中 卓会員 H ６．８．２４ 

三木 彰会員 H１２．８．２３ 

森 賢司会員 H２１．８．２６ 

片桐公秀会員 H２５．８．２１ 

 

【８月 お誕生日】 

北川順清会員 S２３．８．２１ 

小林正彦会員 S２９．８． ４ 

中村雄策会員 S３１．８．２２ 

若林尚史会員 S３１．８．３０ 

米田 勉会員 S３２．８． ５ 

岡山量正会員 S３４．８．３１ 

山本一郎会員 S４１．８．３０ 

８月 誕生花 



会長の時間  

  

   本日はガバナー補佐訪問として、岩本静江ガバナー補佐にお越し頂きました。 

新年度スタートから各クラブの訪問、幹事会等で大変お忙しい中と存じますが、

本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

 昨日、米田幹事とIM３組第1回会長・幹事会に行って参りました。立野ガバナー

体制は、ゼロベースで無駄遣いを少なくし、出来るだけ地区行事はしない方針で

あり、クラブが主体となって活動して頂きたいということです。 

 今回会議の一番のメインは、ロータリーデイ、以前の「I.M」です。概要として

は、ホストクラブは門真RC、日時は2016年3月26日（土）、会場は守口ホテルア

ゴーラ、テーマ「変革・改革」で開催されます。また、講師はユニバーサル・ス

タジオ・ジャパンが低迷していた時にハリーポッター等を起用し、建て直しをさ

れた方が講演されるという非常に興味のある内容になっておりますので、楽しみ

にして頂けたらと思います。 

 そのほか、各クラブほとんどの課題は会員増強でした。守口RCは９３名から 

３７名に減少、四條畷RCは７月１日に１名増強で会員総数５名に。会場の移動を

考えたり、四條畷RCは京橋で例会をし、大阪市内の会員を増やしたいとか、大東

中央RCは大東の市内中心部で例会をしたいなど様々な意見が出ました。 

 我がクラブにおいては先週、会員増強委員会から提案していただいた「会員増

強年度ファーストプロジェクト」によるグループ分けもし、増強プロジェクトが

スタートしました。会員皆様のご協力をお願いし、会長の時間を終わります。 

 

 

３分間スピーチ   宮田    明 会員 

 

  

    前年度、國田増強委員長により、新しい、素晴らしい仲間を当クラブにご紹介

いただき、とても喜ばしい事でありました。反面、会長経験者を含む多く会員が

退会され、とても残念であります。退会にはそれぞれ理由があり、多くの方は健

康の理由と仕事の関係です。他クラブに移籍する為に退会されたと思われる方も

いて残念でなりません。去って行く人を思うより、今いる会員の皆さんとRC生活

を楽しく過ごしたいと思います。自分の身を引く時が来ると思いますが、今中・

北村・藤原先輩を目標にしたいと思います。 

 先週、枚方・交野RCの会長より、入会5～6年で会長に就任されたと聞きまし

た。くずはRCでは、かなわないでしょう。同じ会長をされても、RCの知識、経験

経歴などを考えると、どうでしょうかと思います。各クラブの事情でしょうが、

くずはRCでよかったと思います。                （次頁へ） 

宮田  明 会員 

小北 英夫 会長 



 会員の皆さん、くずはRCがどんなクラブになればよいのでしょうか。当クラブ

は、第2660地区の北の端に位置するクラブです。 

 私は、当クラブが地区の中でも、きらりと光るクラブでありたいと願い、RCラ

イフを過ごしてきました。その為には、地区への出向も含め多くの会員を出して

きたくずはRCは、素晴らしいクラブになりつつあると思います。きらりと光るク

ラブになるには、会員一人一人がくずはRCはどうすればいいのかと、少し思うだ

けでよいのです。与えられたポジションで考えれば自然と理解できます。ヒント

は、RCの歴史、ＲＩの動き、地区の動きを歴史的に見れば理解できると思いま

す。 

 また当クラブには本日欠席されておりますが、会長経験者の山口伊太郎会員が

いらっしゃいます。山口会員はロータリーの大きな流れを、常に敏感に把握され

ていますので皆さん、ご注目しておいてください。 

 RCは奉仕団体です。RC特有の考えをもった奉仕団体である事を理解すれば、ク

ラブの進む方向は見えるはずです。 

“和を以て、貴しとなす”本年度は“仲間と共に”時のリーダーを中心に地域の

奉仕団体として進んで行けば、より素晴らしいクラブになると思います。この様

なことを思う今日この頃です。 

「ガバナー補佐訪問所感」  

       IM3組ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 岩本静江様 

   

〇K. R. ラビンドランRI会長テーマ 

「世界へのプレゼントになろう」Be a gift to the world 

・RI会長重点方針 

 ①会員の増強と維持      ②財団への寄付 

 ③オンラインツールの利用   ④人道的奉仕 

 ⑤新世代           ⑥公共イメージ 

〇地区テーマと方針「変革を！ロータリーを通じて奉仕（プレゼント）を！」 

 立野純三 ガバナー 

・地区具体的事項 

 ①ポリオの撲滅        ②会員増強 

 ③ロータリー財団       ④戦略計画委員会 

 ⑤地区改革          ⑥人財育成      ⑦ITの活用 

   

岩本静江G補佐



2015年 ８・９月 

日 月 火 水 木 金 土 

8／２ 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）    

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 

  12:50 例会        

定例理事会 

   

〒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１９６４回 例会出席報告（７月２２日） 

総会員数 出席者 出席率 

４７名 ３３名 ７５．００％ 

第1961回 例会補正後 出席率 84.78％ 

  メーク３名  欠席７名   除外１名 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊誕生日祝いのお礼に 

＊次女の誕生日のよろこびに 

ニコニコ箱 合計 \13,000 累計  \190,000 

○本日の配布物 

 ①８月５日週報 

 ②ロータリーの友８月号 

 ③５RC親睦ゴルフ大会のご案内 

○本日の回覧 

 ①ガバナー月信8月号 

 ②RI660地区RAC 年次報告書 

 ③第28回会頭杯争奪会員親睦ゴルフ大会のご案内 

○地区行事等出席報告（敬称略） 

 8/1 広報委員長会議         田中 

○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 

 8/29財団ｾﾐﾅｰ           小北、原 

     

森川正敏 

木﨑信也 

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） 

  


