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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 

・ロータリーソング 

   「四つのテスト」 

・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 

・3分間スピーチ 

    髙島叔孝 会員 

・外部卓話 

 「血液事業の現状と推進」 

 大阪府赤十字血液ｾﾝﾀｰ 

  事業所長  石上雅一 様   

  

・その他  ニコニコBOX報告 

・13:30 閉会の点鐘 

・本日の会合 

 ＜IMﾛｰﾀﾘｰﾃﾞｨ指名委員会＞ 

 11:30～ 事務局 

 小北、上山、宮田、山口尚志 

 國田、源本 

 ＜ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐指名委員会＞ 

 12:00～ 事務局 

 小北、原田、宮田、上山 

 山口尚志 

 ＜臨時理事会＞  

 13:35～ 例会場 

 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１９６９回 例会  

於：くずはゴルフ場 

 

 

次回９月24日（木）は 

早 朝 例 会   

午前7時20分に 

例会場（くずはゴルフ場３F）に

集合してください！ 

 

内容 ：献血ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ案内・ 

交通安全啓発ｸﾞｯｽﾞの配布 

※ｽﾀｯﾌﾎﾟﾛｼｬﾂ又はｼﾞｬﾝﾊﾞｰ 

  着用 ！  

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 
  献血・交通安全啓発活動 

  

＊交通安全啓発パレード  

  2015年９月１８日(金) 

  午後３時４５分集合 

  枚方駅前イオン(旧ﾋﾞｵﾙﾈ)近く 

＊交通安全啓発早朝活動  

  2015年9月24日（木） 

  午前7時20分～ 

＊献血活動 

  2015年9月27日（日） 

  午前10時～午後4時 

  牧野生涯学習センター 

北河内柔道大会 
 

2015年９月２０日（日） 

午前 １０時～  

於：交野市総合体育館 

（交野ドーム） 

交野市向井田２－５－１  

072-894-1181  

 

ｽﾀｯﾌﾎﾟﾛｼｬﾂ又はｼﾞｬﾝﾊﾞｰ着用  

会員の皆様 

ご参加よろしくお願い致します 

 

 

 

本日のお客様 

 大阪府赤十字血液センター 

  事業所長  石上雅一 様 

 事業課主  山内 涼 様   



3分間スピーチ  

「親睦委員会について」 川島吉博 親睦委員長 

 ロータリーの最大の目的は「奉仕」ですが、この目的を達成するための土台がロータリ

アンの固い友情であると考えられます。そのためでしょうか、親睦委員会は戦前は、友

愛委員会と呼ばれていたように会員相互間の友情をはぐくむための委員会と位置付け

られていたようです。また、ロータリーの活動は、ご家族の理解の上に成り立っていると

もいえます。それゆえに、今期はご家族と良き思い出を作り、ご夫婦の絆を深めていた

だくようなクリスマス例会、春の家族会を催したいと思っています。 

 我々親睦委員会は、今期会員相互に理解し合い友情をはぐくんでいただくことを第

一に活動してまいります。ぜひ多くの会員とご家族のみなさまの参加をお願いいたしま

す。 

 

外 部 卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第3回理事会報告】 

＊報告事項 ①8月会計報告   東北支援金、少年野球大会運営費他 合計 \1,529,594 

          ②東北訪問報告  次週全会員に報告書を配布  

＊協議事項 ①9月24日(木)早朝例会の件 担当・ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ等 会長・副会長・幹事・ＳＡＡに一任       可決承認    

         ②9月30日(水)夜間例会の件 担当・内容等       会長・副会長・幹事・ＳＡＡに一任      可決承認 

＊審議事項  ①16-17年度ﾛｰﾀﾘｰﾃﾞｨ実行委員会の件 指名委員に小北、宮田、上山、山口尚志、國田、源本 可決承認 

       ②17-18年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐の件 指名委員に小北、宮田、原田、上山、山口尚志          可決承認 

              ③秋のライラ登録応援の件  ﾛｰﾀﾘｱﾝ@6,000円 応援登録5名とする                     可決承認 

       ④枚方多文化フェスティバル協賛金の件  本年度も協賛しない                         可決承認 

        ⑤特殊詐欺被害防止「横断幕」寄贈の件                                              可決承認 

        ⑥百科事典寄贈の件 百科事典（本）にくずはRC寄贈と記す                         可決承認 

＊追認事項 ①北河内柔道大会協賛金の件 5万円の拠出 

    ②ボーイスカウト支援金の件 3万円の拠出 

        ③2015-16年度地区大会の件 12/4(金)～5(土)ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ、大阪国際会議場一人当たり5,000円 

                            全員登録、RI会長代理晩餐会 会長幹事出席参加 

 峰 重幸 様    北河内柔道連盟会長の駕田会員より紹介  小北会長より本年度協賛金を贈呈 

 田畑興人様      小北会長より本年度支援金を贈呈 

「北河内柔道大会のついて」 

   北河内柔道連盟 副会長  峰  重幸 様 

「ボーイスカウト活動報告」 

   日本ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ大阪連盟北大阪地区 

     枚方第17団 団委員長 田畑 興人 様  



会長の時間   

 皆さんこんにちは。３０日（日）のくずはロータリークラブ杯枚方少年野球ジュニア大会

は雨の為中止になりました。非常に残念でしたが、暑い夏から冬にかけて子供たちが野

球を楽しんでくれたらと思います。 

 本日はお客様に9月20日交野ドームで行われる北河内柔道大会の北河内柔道連盟副

会長の峰 重幸様にお越しいただきました。会長には駕田会員もおられますし、当日は

青少年奉仕委員長はじめ出来るだけ多くのメンバーで行かせてもらいたいと思っていま

す。 

 また、日本ボーイスカウト大阪連盟北大阪地区の枚方第17団、団委員長の田端興人

様がお越しです。お二人には後ほど卓話をよろしくお願いいたします。 

 先週、夜間例会で７名の入会式をしましたが、本日も新しい仲間が増え、このあと入会

式を行います。 

 ロータリアンには三大義務というのがあります。 

ひとつは会費を納める、ひとつは「ロータリーの友」を購読する。最後に一番大切な例会

に必ず出席するということです。特に新しい仲間には必ず例会に出席して下さい。 

 以上で会長の時間終わります。 

 
 

入 会 式  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小北 英夫 会長 

 誕生日祝 山中 卓 会員  誕生日祝 上山芳次 会員  誕生日祝 初木賢司 会員  誕生日祝 源本将人 会員             

  入会祝 小林正彦 会員   入会祝 日野守之 会員   入会祝 源本将人 会員  

江口 信昭 会員 
①年   齢  ４０才 

②事 業 所  ㈱イーロード 代表取締役 

③事業所所在地  

         枚方市津田元町１－１０－７ 

④自  宅  枚方市津田元町１－１０－７ 

⑤職業分類 舗装工事業 

⑥推 薦 者  柿丸 裕 

記念品贈呈 9月入会・誕生日祝 



2015年 ９・１０月 

日 月 火 水 木 金 土 

9/１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ 

   12:50 例会  16:00交通 

安全ﾊﾟﾚｰﾄﾞ 

 

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ 

10:00 北河内

柔道大会  

敬老の日 国民の休日 秋分の日 ７：2０      

早朝例会 

５RC親睦  

ゴルフ大会 

 

２７ ２８ ２９ ３０ 10/１ ２ ３ 

10:00献血活動

牧野生涯学習

センター 

 第12回七つ星 

歩こう会 

１８：００ 夜間例会    

仙亭 

   

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 

   →9/24に変更    

〒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１９６８回 例会出席報告（９月２日） 

総会員数 出席者 出席率 

５５名 ４１名 ７８．８５％ 

 お客様 峰 重幸 様（北河内柔道連盟） 

第１９６５回 例会補正後 出席率80.00％ 

  メーク６名  欠席９名  除外２名 

ニコニコ箱 合計 \100,010 累計  \330,010 

○本日の配布物 

 ①９月１６日週報 

 ②東北支援訪問報告 

 ③秋のライラ 

 ④15-16年度地区大会参加申込書 

 ⑤卓話資料 

○本日の回覧物 

 ①9月24日早朝例会出欠確認表 

 ②枚方交野交通安全協会報 9月号 

 ③LIP 9月号 

○メークアップ（敬称略） 
 9月7日親睦委員会会合 
  小北、山口尚志、國田、吾郷、江口、今平、岩渕 

 柿丸、柏本、川上、川島、久保、森岡、中野、大橋 

 瀬川、白井、田中、田代、塔下、粟津、林  

第12回七つ星歩こう会『信貴山散策』ご案内  

 

 ・日  時 ９月２９日(火) 

 ・集合場所 京阪牧野駅淀屋橋行ホーム最後尾 

 ・集合時間 午前9時 

  「玉蔵院」を参拝します 

  ※ご不明な点は岩本会員までご連絡下さい 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊新入会員8名の入会式を終えた慶びに 

＊新入会員入会の慶びに 

＊多数の新会員を迎えた慶びに 

＊くずはﾛｰﾀﾘｱﾝの友情に感謝し81才の 

 老ﾀﾘンにお祝いを頂いたそのお礼に 

＊誕生日の記念品を頂いた慶びに 

＊入会記念品を頂いた慶びに 

＊旅の無事を祝して         気仙沼訪       

小北英夫 

源本将人 

藤原和彦 

 

山中  卓 

小林正彦 

日野守之 

問団一同 


