
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 

・委嘱状伝達式 

 17-18年度IM3組ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 

  宮田  明 会員 

 16-17年度地区国際奉仕委員 

  初木 賢司 会員 

 16-17年度地区職業奉仕委員 

  林    宏毅 会員 

 16-17年度地区社会奉仕委員  

  粟津 直晶 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 

 「平成28年は猿歳！申ずくし」 

   山中 卓 会員  

・卓話    

   柏本佳宏 会員          

・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＞ 

 例会終了後 ３F例会場 

 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 

 駕田、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１９８７回 例会 於：くずはゴルフ場 

次回例会は 

２月１７日(水) 

＊卓話 

「くずはﾛｰﾀﾘｰの広報って!」 

    田中一眞 会員 
    

＊3分間スピーチ 

   畠仲 聡 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 

2月 平和と紛争予防・紛争解決月間 

2/3PRにお越し下さった西川副実行委員長と藤田幹事 

 

15-16年度ロータリーデーのご案内  

201６年３月２６日(土) 於：ホテルアゴーラ大阪守口  

        ＜プログラム＞ 

 １３：００ 受付 

 １３：３０ 開会式 

 １４：００ 基調講演 

      「変革を起こしたテーマパーク」 

       講師 中道 浩 氏 

 １５：３０ 閉会式 

 １６：３０ 交流会 

― ホテルアゴーラ大阪守口  ― 

 〒570-0038 守口市河原町10番5号 TEL０６－６９９３－０１０７  京阪電車守口市駅下車東口より徒歩5分 

※3月26日(土)は全会員で出席しましょう！ 

＜講師紹介＞  中道 浩 氏 

・USJを軌跡の回復に

導いた主要ﾒﾝﾊﾞｰの

一人。開業まもない頃

不祥事続きのUSJの人

事部門に参画。最終

職位は特命顧問。現在は一般財団法

人雇用開発センターの理事。 

         

 



会長の時間 

 皆さんこんにちは。 

 本日11時から先月入会されました3名の方への新会員オリエンテーションがあり、國田研

修委員長のもと、33代会長の山中歴代会長に講話をしていただきました。新入会員の方々

には先ずは出席先ずは参加をして、ロータリーのこと、くずはロータリーのことを覚えて欲し

いと思います。 

 3名の方が入会されまして今年度は12名の新しい仲間ができました。2660地区内の会員

増員数では第1位が大阪ロータリークラブで22名、会員が270名以上いますし辞められる会

員が多いので当然ですが、我がクラブは12名で第2位になりました。増強率では第1位です。源本増強委員長はじ

め会員皆さん、ありがとうございました。 

 さて先程ご紹介いたしましたが、本日は門真ロータリークラブから本年度のロータリーデー西川副実行委員長と

藤田幹事がPRに来られています。早くにお越しいただいて、色々と参考になることをお話いただきました。 

 実はこのPR、今ではよくされていますが我がくずはロータリークラブが10年前、沢山のロータリアンに参加して頂こ

うと水をテーマにしたIMの時に始めました。後ほどお話いただきますが私共も来年度ホストですし、ガバナー補佐

も出られます。門真さんのロータリーデーにはくずは全会員で参加したいと思います。 

 本日の卓話は独特の雰囲気がある木﨑会員です。理事・国際奉仕委員長としてまた地区社会奉仕委員として卓

話をしていただきます。よろしくお願い致しまして、会長の時間を終わります。 

 

３分間スピーチ   北川順清 会員 
 

 私ごとですが、平成19年に委嘱を受け保護司をしております。いろいろな犯罪や非行事件

を起こし保護観察となった人の処遇や、環境調整と言いますが、犯罪者が仮釈放となり社会

復帰が出来るように、帰住地の引受人と更生のための環境を整備するのが主な仕事です。 

個々の事例をお話しますと、“ほんまかいな”と思われる事件もありますが、又の機会としま

す。 

 少年非行から暴力事件、詐欺師と言われる者から性犯罪者、薬物．覚せい剤まで多くの経

験をしました。これらの対象者は年齢、経歴、心身の状況、家族、交友、もちろん男女の違いもあります。それらを

十分考慮して、「その者に最もふさわしい方法」により処遇を実施しなさいとあります。年に４回の研修も受けている

のですが、それが一番難しくこれで良いのか迷うところです。 

 又、「安全・安心な社会」とよく話されますが、それには我々保護司に再犯防止が求められています。なぜなら

ば、犯罪者全体の約３割が再犯者で、犯罪全体の約６割を占めると聞いております。私の対象者も何人かは再犯

者でありましたし、再犯を繰り返す者も居りました。 

 6月からは、刑の一部の執行猶予制度が施工されます。薬物事犯者や若年の保護観察対象者等は、じっくり時

間をかけて処遇する必要があるからだとされます。 

 この制度により薬物依存のある対象者が増えると見込まれます。私の今持っている環境調整者は、3人とも薬物

依存でこの制度の主な対象者となります。困ったものです。 

 皆さんご存じですが、このクラブには岩本さんはじめ5人の保護司がいます。他クラブやライオンズクラブにもおら

れますが、１クラブで5人の保護司は我がクラブだけだと思います。地域での活躍をされている会員さんも、我がク

ラブには多くおられます。更生保護は、地域社会との連携した対応を進めていくことが重要と指導されています。 

 

 北川 順清 会員 

小北 英夫 会長 

  

 



木﨑信也 委員長 

入会記念日祝 木﨑信也 会員     誕生日祝 吾郷泰廣 会員     誕生日祝 日野守之 会員                     

記念品贈呈 2月入会記念日祝・誕生日祝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓話「月間にちなんで」 木﨑信也 国際奉仕委員長 
 

 

 

 こんにちは 国際奉仕委員長の木﨑です。 まず始めにロータリーにおける国際奉仕の目的は、「奉仕の理念で

結ばれた商業人が世界的ネットワークを通じて、国際的理解、親善、平和を推進すること」 

 ６つの重点分野 

 ① 平和と紛争予防 / 紛争解決 

 ② 疾病（しっぺい）予防と治療 

 ③ 水と衛星 

 ④ 母子の健康 

 ⑤ 基本的教育と識字率向上 

 ⑥ 経済と地域社会の発展 

と なってます。 

 本日はロータリー月間2月の「 平和と 紛争予防／紛争解決月間 」 という事で 調べてきました。 

 現在 世界で６,０００万人の人びとが武力紛争や迫害によって住居を失っています。その９０％が民間人でその半

分が子供だそうです。 

 ロータリー は、平和と 紛争予防／紛争解決 を 目指し 

 ○ 紛争予防と仲裁に関する、若者（将来にリーダーとなることが望まれる人）を対象とした研修の実施 

 ○ 紛争地域における平和構築の支援、平和と紛争予防／紛争解決に関連した仕事に 

    従事する事を目指す専門職業人のための奨学金を強調する月間 

を実施してます。 

 具体的には、ロータリーは毎年、世界各地の大学に設置されたロータリー平和センターで、（日本にもあります！ 

国際基督教大学（きりすときょう） 東京です）平和と紛解決の分野の修士号または専門能力開発終了証を取得す

る為の奨学金を提供しています。 

 ここで留学している人をフェローと呼ばれてて、フェローの多くが各国政府や国連・世界銀行などの国際機関、国

際司法裁判所などに就職し平和構築の第一線で活躍されてます。 

 現在、２０１７－１８ 年度 フェローシッププログラムの申請を受け付けています。 

 



201６年 ２月 

日 月 火 水 木 金 土 

７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ 

   １２：５０例会         

被選理事会 

建国記念日   

１４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ 

   １２：５０例会   ・地区補助金セミナー 

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ 

  ロータリー      

創立記念日 

１８：００ 夜間例会    

ひらかた仙亭       

新入会員歓迎会 

   

〒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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   広報委員長   田中 一眞 

ニコニコ箱 合計 \25,000 累計 \839,010 

○本日の配布物 

①２月10日週報 

②クラブ戦略計画委員長会議転末記報告 

③七つ星歩く会ウォーキングのお誘い 

○本日の回覧物 

①15-16年度ﾛｰﾀﾘｰﾃﾞｰ出欠表 

②2月24日夜間例会・新会員歓迎会のお知らせ 

○地区行事等出席報告（敬称略） 

2/3 地区社会奉仕委員会               木﨑 

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 

○地区行事等出席予定（敬称略） 

2/20 補助金セミナー          上山、三木、川島 

2/27 東海大仰星高校ラクビ―全国大会優勝祝賀会 

                                粟津            

2/25 地区災害支援委員会              初木  

3/12 会長エレクトセミナーおよび地区研修セミナー 

                     上山、初木、林、粟津 

4/16 社会奉仕新旧委員長会議        源本、川島 

○メークアップ（敬称略） 

2/4 田中商人会員  大阪南RC 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊誕生日お祝いを頂いて 

＊休みましたおわびに 

＊長男が中学に合格致しました 

＊ロータリーデーPRの喜びに 

 

      吾郷泰廣 

      畠仲  聡 

      長村修治 

西川亮彦（門真RC） 

くずはゴルフ同好会のお知らせ 
 

☆第2回くずはRCゴルフコンペ 

  ■日 時 2016年４月６日(水) 9:30 OUTｽﾀｰﾄ 

  ■場 所 くずはゴルフ場 

  ■参加費 ５，０００円 

 

☆第20回枚方RCとの親睦ゴルフコンペ 

  ■日 時 2016年4月16日(土) 9:10 OUT/IN同時ｽﾀｰﾄ 

  ■場 所 交野カントリー倶楽部 

  ■参加費 ７，０００円 

第198６回 例会出席報告（２月３日） 

総会員数 出席者 出席率 

５９名 ４０名 70.18％ 

第1983回 例会補正後出席率 91.38％ 

  メーク１３名  欠席 ４名  除外 １名 


