
Vol. 11  2015年９月３０日 

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・新入会員歓迎会プログラム   

― 第1部 例会 ― 

18:00 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 

・入会式 田中 商人 新会員 

・幹事報告 

・委員会報告 

   出席状況報告ほか 

・3分間スピーチ 

   三木 彰 会員 

・卓話「新入会員の皆さんへ」 

   國田 欣吾 委員長 

・その他  ニコニコBOX報告 

・18:30 閉会の点鐘  

― 第2部 新入会員歓迎会 ―  

・開会 

・乾杯      今中会員  

・食事・歓談 

・委員長挨拶 源本委員長 

・新入会員自己紹介（9名） 

       吾郷泰廣 会員 

       江口信昭 会員 

       今平健一 会員 

       柏本佳宏 会員 

       川上和之 会員 

       大橋智洋 会員 

       田代ミチル会員 

       塔下博之 会員 

       田中商人 会員 

 

・閉会のことば（山口副会長）  
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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１９７１回 夜間例会  

於：ひらかた仙亭 

 

 

次回の例会は 

１０月１４日（水） 

    ＊定例理事会11:30～ 

   ＊食事 12:00～３Fﾚｽﾄﾗﾝ 

   ＊例会 12:45～ 

   ＊職場見学 出発13:30 

      

    ※次週10月7日(水)は 

 例会はありません！     

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 

  
  

 ＜職場見学会のお知らせ＞ 

職場見学訪問先は 川重冷熱工業株式会社 滋賀工場 

 家庭用のエアコンではなく大型商業施設、総合病院、市庁舎など大規模空調機を製作している会社です。 

 最新の技術・設備を備えた川重冷熱滋賀工場をぜひこの機会に体感してください。 

 多数のご参加、お待ちしております。 （詳細は別紙参照）   

                                                     職業奉仕委員会 



会長の時間   
 

 皆さんおはようございます。 

いつもは、社会奉仕委員会の事業としていました樟葉駅前の交通安全啓発活動、牧野

駅前の献血活動(チラシ配布）を本年度は例会としてさせていただきました。 

 朝早くから、何かとご用がおありのところ申し訳ありませんでした。お陰さまでたくさんの

仲間で、立派な交通安全運動、献血活動ができました。1件でも交通事故が減り、一人

でも多く献血される方が増える事を願っています。 

 皆様には、心より御礼申し上げます。本当にありがとうございました。 

本日のお客様は、いつもお世話になっています枚方警察署交通課課長の鳥居繁孝様、

課長代理の田中コウジ様、係長の田畑義夫様、また髙島会員・初木会員が副会長をさ

せていただいております枚方交野交通安全協会の専務理事、西田一芳様にお越しいた

だきました。のちほどご挨拶をよろしくお願い申し上げます。 

 本日は本当にありがとうございました。以上で会長の時間を終わります。 

 

ご挨拶 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  枚方警察署交通課 課長 鳥居繁孝 様    枚方警察署交通課 課長代理 田中コウジ 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  枚方警察署交通課 係長 田畑義夫 様   枚方交野交通安全協会  専務理事  西田一芳 様  

小北 英夫 会長 



秋の交通安全啓発グッズ配布活動 

2015年９月24日（木）７：３０～８：００  

京阪樟葉駅前 

 

第22回５RC親睦ゴルフ大会 
2015年９月２５日（金）７：４６スタート 

於：交野カントリー倶楽部 

 

 

 

 

 

 

 
結果は下記のとおりです 

ご参加頂きました会員の皆様、ご協力ありがとうございました 

献血活動報告 
2015年９月２７日（日）10:00～16:00 

於：枚方市牧野生涯学習市民ｾﾝﾀｰ 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜出席者（敬称略）＞ 

  小北、上山、岩本、高島、橘、日野、岩渕、森川 

  北川、多田、米田、國田、稲田、源本  以上14名                                                                                                                   

＜当日の献血結果報告＞ 

 献血受付81名  

 採血数 67名 （400ml 56名 200ml 11名）  

＜個人戦結果＞(敬称略)  ｱｳﾄ ｲﾝ ｸﾞﾛｽ HDCP  NET 

 優勝 森 英介 (交 野)   38  39  77  8.4   68.6  

 2 位 田中 有  (交 野)  46  50  96  25.2     70.8 

 3 位 小泉二郎 (寝屋川) 40  43  83  12.0   71.0   

 4 位 大東将啓 （枚 方） 41   39   80    8.4    71.6 

 5 位 小北英夫  （くずは)  42   43   85  13.2    71.8 

 

ﾍﾞｽﾄｸﾞﾛｽ片桐公秀（くずは）36   40   76     3.6     72.4 

ご参加頂きました会員の皆様、ありがとうございました 



2015年 ９・１０月 

日 月 火 水 木 金 土 

９/２７ 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       

例会はありません 

13:30  枚方市

追悼式 

 枚方警察署防犯グッズ

寄贈に対する感謝状 

贈呈式    

１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ 

 体育の日  １２：５０例会        

11:30～定例理事会        

13:30～職場見学        

   

１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ 

   １２：５０例会    

〒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１９７０回 例会出席報告（９月２４日） 

総会員数 出席者 出席率 

５５名 ４０名 ８１．６３％ 

 お客様 鳥居 繁孝 様 田中 コウジ様 

     田畑 義夫 様 西田 一芳 様  

第１９６７回 例会補正後 出席率81.13％ 

  メーク２名  欠席１０名  除外２名 

ニコニコ箱 合計 \49,000 累計  \382,010 

○本日の配布物 

 ①９月30日週報 

 ②職場見学のご案内 

○本日の回覧物 

 ・10月例会出席予定確認表  

○地区行事等出席予定（敬称略）   

 10/8 枚方市追悼式          小北  

 10/10 枚方警察署へ防犯グッズ寄贈に対する 

 感謝状の贈呈式(秋の地域防犯安全運動大会） 

                   小北 

 11/17 My Rotaryに関するｾﾐﾅｰ  米田、田中  

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊多くの仲間と一緒に早朝例会が出来た喜びに 

＊再入会の喜びに 

＊例会欠席(9/2)のお詫びに 

小北英夫 

吾郷泰廣 

米田 勉 

第27回ガバナー杯争奪軟式野球大会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 9月27日試合結果 くずはRC ― 八尾RC  

            ２１     ６  


