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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 

〇友情と親睦の握手 

〇国家斉唱 

〇ロータリーソング 

   「奉仕の理想」 

〇お客様紹介 

〇会長の時間 

〇入会式 

   江口信昭 新会員 

〇幹事報告 

〇委員会報告 

   出席状況報告ほか 

〇3分間スピーチ 

   川島吉博 会員 

〇外部卓話 

 「北河内柔道大会について」  

  北河内柔道連盟 

   副会長  峰 重幸 様   

 「ボーイスカウトについて」 

 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 

〇その他 

   ニコニコBOX報告 

〇13:30 閉会の点鐘 

〇本日の会合 

<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１９６８回 例会  

於：くずはゴルフ場 

 

 

次回９月９日（水） 

例会 内容 

 

 ＊卓話  林 宏毅 会員 

    

  ＊100万ドルランチデー   

本日の歌♪ 

「奉仕の理想」 

 

  奉仕の理想に 

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！ 

 

 

 

【９月 入会記念日】 

小林正彦会員 H１４．９．１１ 

米田 勉会員 H１４．９．１１ 

日野守之会員 H１６．９．２２ 

源本将人会員 H１７．９．１４ 

 

【９月 お誕生日】 

北村 隆会員 T１４．９．１１ 

山中 卓会員 S ９．９．３０ 

上山芳次会員 S２０．９．１８ 

初木賢司会員 S２７．９． ４ 

源本将人会員 S３９．９． ３ 

 

 

 

本日のお客様 

 北河内柔道連盟 

 副会長  峰 重幸 様 

 

 日本ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ大阪連盟北大阪 

 地区枚方１７団 

 団委員長 田畑興人 様 



会長の時間   
 

 皆さんこんばんは。 

本年度初めての夜間例会に、たくさん出席していただきありがとうございます。 

 一昨日伊丹空港を出発、昨日気仙沼の例会に15名で出席、40周年のお礼と支援金を

お渡ししてきました。気仙沼まで行って頂いた方には、本当にありがとうございました。 

気仙沼・気仙沼南ロータリークラブの皆さんも元気にしておられましたが、東北の復興は

まだまだで、今後も支援が必要だと感じました。 

 さて、本日は枚方少年野球連盟の理事長中西俊毅様、事務局長の深松明廣様がゲス

トでお越しいただきました。8月30日の開会式には沢山の会員で参加させていただきた

いと思っています。後ほどの卓話を楽しみにしていますのでよろしくお願いいたします。 

 また、本年度のクラブテーマは仲間と共に together with membersですが、 本日たくさ

んの仲間が入会されました。後ほど入会式で素晴らしい８名の方を紹介させていただき

ます。 

 くずはロータリークラブは素晴らしいクラブです。誇りを持ってロータリー活動してほしい

と思います。本日の会長の時間を終わります。 

 

 

外部卓話「くずはRC杯少年野球ｼﾞｭﾆｱ大会について」  

    枚方少年野球連盟 理事長 中西俊毅 様 
 

 ＊会場と駐車場確保の困難性、A・Bチームの区分、リーグ戦 

 ＊３６年間の苦労 

 ＊スポーツの多様化時代に対処しての野球選手獲得 

 ＊野球への親しみを喚起 

 ＊野球大好き感想文を披露 

   メダルの入手、いろいろな球場を体験、絶対勝利の信念、祝勝会の喜び 

   父母の激励に感謝、中学へ進学後の野球希望など 

 

   卓話後、小北会長より今年度の大会運営費をお渡ししました 

 

 

表彰「会員増強 FIRST PROJECT 達成」 

 

 今年度よりスタートした会員増強年度FPJにおいて 

 目標を達成されたAブロックリーダー粟津会員に 

 記念品が贈呈されました 

 

小北 英夫 会長 

中西 俊毅 様 



入 会 式  

吾郷 泰廣 会員 

①７３才 

②新世病院  会長 

③枚方市田口５－１１－１ 

④枚方市香里ヶ丘8-7-1-904 

⑤病院 

⑥小北英夫  

①年齢 ②事業所 ③事業所所在地 ④自宅 ⑤職業分類 ⑥推薦者 

８月26日（水）、めでたく当クラブ会員となられました8名の 

新会員皆様には、小北会長より「入会の証」、「ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞｯｼﾞ」

その他ロータリー文献などが授与されました。 

今平 健一 会員 

①４１才 

②㈱アード 営業部次長 

③門真市四宮２－２－８ 

④四條畷市清滝中町２０－３０ 

⑤印刷業 

⑥源本将人 

柏本 佳宏 会員 

①４０才 

②㈱Home Project 代表取締役 

③八幡市美濃山幸水１７－２０ 

④八幡市美濃山幸水１７－２０ 

⑤内装工事業 

⑥森岡順一  

川上 和之 会員 

①３９才 

②㈲ホウキフジ   

③枚方市楠葉野田１－２８－２－１３ 

④枚方市楠葉野田１－２８－２－１５ 

⑤賃貸管理業 

⑥原 正和 

大橋 智洋 会員 

①３６才 

②学校法人山口学園 評議員 

③枚方市北楠葉町３８－１ 

④枚方市楠葉面取町１－１５－３２ 

⑤学校法人評議員 

⑥山口尚志  

田代 ミチル 会員 

①４６才 

②㈱中野重機 専務取締役 

③枚方市東香里元町１０－５５ 

④枚方市藤阪東町３－８－５－４０１ 

⑤建設揚重業 

⑥粟津直晶 

塔下 博之 会員 

①４５才 

②㈱ペガソス技建 代表取締役 

③枚方市大垣内２－１７－４－４０１ 

④京田辺市草内山科２ 

⑤地盤改良業 

⑥源本将人  



2015年 ９月 

日 月 火 水 木 金 土 

  ９／１ ２ ３ ４ ５ 

   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    

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 ７：３０      

早朝例会 

５RC親睦  

ゴルフ大会 

 

〒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１９６７回 例会出席報告（８月２６日） 

総会員数 出席者 出席率 

５５名 ４１名 ７８．８４％ 

 お客様 中西俊毅 様（枚方少年野球連盟） 

     深松明廣 様（   〃     ）  

第１９６４回 例会補正後 出席率80.43％ 

  メーク４名  欠席９名  除外１名 

ニコニコ箱 合計 \0 累計  \230,000 

○本日の配布物 

 ①９月２日週報 

 ②ロータリーの友9月号 

○本日の回覧 

 ①9月例会出席予定確認表 

 ②ガバナー月信9月号 

○地区行事等出席報告（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 

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  

  

北河内柔道大会のご案内 

 

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  

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  


