
例会プログラム   

・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」 

・お客様の紹介      

・会長の時間 

・幹事報告 

・委員会報告 

 出席状況報告ほか 

・3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

 岩渕信廣 会員  

・卓話 「わらしべ会報告」 

 社会福祉法人理事長 丸山正雄様 

・支援金贈呈          

・その他 

 ニコニコBOX報告 

・閉会点鐘                        

・本日の会合（敬称略） 

＜被選理事会＞ 

上山、小北、畠仲、山口尚志、三木

田中一眞、髙島、川島、 源本、原 

稲田、白井、中野、國田 
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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  

「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１９８３回 例会 於：くずはゴルフ場 

次回例会は 

１月２０日(水) 

 ＊卓話 日野守之 会員 

 ＊3分間スピーチ 

     原田武夫 会員 

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 

  



会長の時間 
 

 

 皆様、新年あけましておめでとうございます。 

昨年は何かとご指導ご協力をいただきまして誠にありがとうございました。 

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 1905年に世界で初めてのロータリークラブ、シカゴロータリークラブが誕生し今年で111年に

なり、現在120万人の会員を擁する組織となりました。 

 日本では東京ＲＣがその15年後、1920年に初めて創立され、2020年東京オリンピックの年

に100周年になります。ちなみに1964年昭和39年、東京オリンピックの聖火台は東京ＲＣが中

心となって、東京地区のロータリークラブが寄贈したものです。そして、新しくできる国立競技

場でも、その聖火台を再利用する運動が行われています。 

 また、札幌オリンピックの聖火台も全国ロータリークラブより寄贈されたものです。 

 東京ＲＣ創立された2年後、大阪ＲＣが創立されました。東京ＲＣのスポンサーは国際ロータ

リー直轄で出来たらしいのですが、大阪ＲＣはシカゴＲＣのスポンサーで出来ました。３番目

に大阪ＲＣのスポンサーで神戸ＲＣが出来き、次に東京ＲＣのスポンサーで名古屋ＲＣが出来

き、東京RC・大阪RCの共同スポンサーで京都ＲＣが出来ました。大阪ＲＣの子クラブが高槻

ＲＣ、高槻ＲＣの子クラブが枚方ＲＣ、枚方ＲＣの子クラブが「くずはロータリークラブ」です。 

大阪ＲＣのひ孫クラブが我がくずはロータリークラブですので、シカゴＲＣの玄孫クラブになる

と言うことです。 

 この玄孫クラブに、本日も新しい仲間が増えました。後ほど入会式でご紹介させていただき

ます。シカゴＲＣの玄孫クラブとして胸を張ってこの新しい年を迎え、会員皆様のご健勝、ご

多幸をお祈りし、年頭の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

 

入会式 

小北 英夫 会長 

1月6日(水)めでたく当クラブ会員となられました養老会員、長友会員、長村会員には小北会長より

「入会の証」「ロータリーバッジ」が授与されました。 

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 

長村 修治 会員 

①４０才 

②第二光の峰保育園 副園長   

③ 枚方市大峰元町１－２２－１ 

④枚方市大峰元町１－２３－５ 

⑤保育園 

⑥田中一眞 

長友 克由 会員 

①４０才 

②株式会社 長友建設   

③枚方市尊延寺６－２６－１２ 

④枚方市中宮北町 

       ２－５－５０５ 

⑤建設業 

⑥森岡順一会員 

養老 孝雄 会員  

①４０才  

②三原建設 株式会社   

③八幡市内里柿谷５－３ 

④八幡市男山金振 

       ２１－５－１０３ 

⑤環境リサイクル業 

⑥源本将人会員 柿丸裕会員 



記念品贈呈 

１月入会記念日祝  稲田義治 ＳＡＡ             １月お誕生日祝 大橋智洋 会員 

会員増強F.P.J達成表彰 

目標達成されましたのＤグループ・

Ｅグループ・Ｆグループメンバーに

記念品が贈呈されました。 

 

表 彰 ＜ロータリー財団・米山奨学会＞ 

  マルチプルＰＨＦ 三木彰 会員         マルチプルＰＨＦ 日野守之 会員       マルチプルＰＨＦ 源本将人 会員 

マルチプルＰＨＦ(3回目)駕田 毅 会員    マルチプルＰＨＦ(2回目) 初木賢司 会員    マルチプルＰＨＦ 上山芳次 会長ｴﾚｸﾄ 

  ＰＨＦ 橘喜久夫 会員      べネファクター  山口尚志 副会長 

                   第２回米山功労者    〃                     



2015年 １月 

日 月 火 水 木 金 土 

１０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ 

   １２：５０例会       

被選理事会        

外部卓話「わらしべ」 

   

１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ 

   １２：５０例会        

長期計画委員会 

   

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ 

枚方RC5周年

記念式典 
 気仙沼RC訪問 

奨学金交付式           

IM3組幹事会 

１２：５０例会       

野球同好会総会 

   

〒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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ニコニコ箱 合計 \206,000 累計 \784,010 

○本日の配布物 

①１月１３日週報 

②卓話資料（わらしべ会） 

③下期会費請求書 

○本日の回覧物 

・2月例会出席予定確認表 

○地区行事等出席予定（敬称略）   

1/24 枚方RC55周年式典           小北、米田 

1/26 幹事会                       米田 

2/6  戦略計画委員長会議         上山、岩本 

2/6  国際奉仕（本・次年度）委員長会議 木﨑、源本 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊新年明けましておめでとうございます 

＊新年を迎えられた喜びに 

＊新年を迎えての喜びに 

＊新年例会が盛大に開催された喜びに 

＊前半を終え後半も仲間と共に頑張ります 

＊新年のお祝いに！ 

＊９３才を迎えました今中です本年も宜しく 

＊昨年よりはまっています 

 「深山の桜咲けにけり真心つくせ人知らずとも」 

＊限りない慶びを祝し一層の進展を誓いつつ 

＊新年を祝して！ 

＊新年明けましておめでとうございます 

 昨年のクリスマス大家族会には多くの参加を 

 頂きありがとうございました 

＊新年明けましておめでとうございます 

＊新年の御祝いに 

＊新年明けましておめでとうございます 

 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます 

＊新年明けましておめでとうございます！ 

＊新春を迎えて 

＊新春のお祝い 

＊誕生日のお祝いありがとうございました 

＊新年を祝い！ 

＊新年を祝って 

＊新しい年を迎えてとクリスマス家族揃って 

 楽しくさせて頂いた喜びに 

＊新年を祝って 

＊明けましておめでとうございます 

 本年もよろしくお願い申し上げます 

粟津直晶 

藤原和彦 

原田武夫 

初木賢司 

日野守之 

柿丸 裕 

今中七郎 

 

岩本昌治 

北村 隆 

駕田 毅 

 

 

川島吉博 

北川順清 

小林正彦 

 

三木 彰 

木﨑信也 

國田欣吾 

森岡順一 

大橋智洋 

嶋田愛親 

瀬川裕一 

 

髙島叔孝 

橘喜久夫 

 

上山芳次 

ロータリーレート  

1月 １＄＝１２０円 

第198２回 例会出席報告（1月6日） 

総会員数 出席者 出席率 

５９名 ４５名 ８４．９１％ 

第１９７９回 例会補正後出席率９２．５９％ 

  メーク１５名  欠席４名  除外２名 


