
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 

 「我等の生業」 

・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分間スピーチ 

 畠仲 聡 会員 

・卓話 

「くずはロータリーの広報って！」 

   田中一眞 広報委員長             

・その他  ニコニコBOX報告 

・閉会点鐘                        
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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１９８８回 例会 於：くずはゴルフ場 

次回2月24日は 

夜間例会 

新入会員歓迎会 

18:00～ 

ひらかた仙亭 
   

＊3分間スピーチ 

   上山芳次会長ｴﾚｸﾄ 
 

 

＊新入会員自己紹介 

   長村 修治 会員 

   長友 克由 会員 

   養老 孝雄 会員 

 

  

本日の歌♪ 

「我等の生業」 

 

我等の生業 

さまざまなれど 

 集いて図る心は一つ 

求むるところは 

平和親睦 

（やわらぎむつび） 

 力むるところは 

向上奉仕 

おお ロータリーアン  

 我等の集い 

2月 平和と紛争予防・紛争解決月間 

 

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。 

本日は毎月1回実施しています100万ドルランチデーです。「今日はカレーか」とがっかりした

声を時々耳にしますので、100万ドルランチについてお話させて頂きます。 

 通常は１食当たり2千円ですが、100万ドルランチデーとして約半分の食費とし、その差額分

を積立てクラブの事業に充当させて頂いております。 

 この100万ドルランチの所以は1959年（S34年）にマサチューセッツ州のスートンというクラブ

が、サンドイッチとコーヒーという簡単な食事に当時のお金で2ドルを支払い、その差額をロー

タリー財団に寄付をしました。彼らはそれを” ポールハリス・メモリアル・ミールl”と名づけました。そして地区のガバ

ナーエレクトが、この話を思い出し、50万人のロータリアンが平均2ドル抑えてその分を寄付したら、世界の合計寄

付額は、100万ドルになると実施したのがMillion Dollor Meals つまり100万ドルランチになったわけです。 

 もし、全世界のロータリアンが食事で千円うかすと120万人いますから、12億円になります。 

 今年度RI会長のテーマは「世界へプレゼントになろう！」です。本日の100万ドルランチも、ロータリーを通じて世

界へプレゼント(奉仕)する第一歩のように思います。このように思う事で、次回100万ドルランチデーのカレーが美

味しくなるかもしれません。これで会長の時間を終わります。 

委嘱状伝達式 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

３分間スピーチ「平成28年は猿歳！申ずくし」 

 

今年の「えと」は申。申年は「災難」を去る。いい年であります。 

という事で、週報の表紙に猿をのせました。 

これは童謡「おさるのかごや」です。２番、３番の詩に興味を持ちました。 
 

 2番．元気なかごやだホイサッサ すべっちゃいけない丸木橋 そらそら小石だ つまづくな 

 ３番．のぼってくだってホイサッサ ちらちら灯は見えるけど 向うのお山はまだ遠い 

     ソレ やっとこどっこい ホイサッサ 

〇日光の３ざる  猿 ― 見ざる、言わざる、聞かざる → 現代ではダメ  

               しっかり聞いて しっかり見て そしてきっちり言う  日光の猿は反省しとる  

〇物語 ― 桃太郎の鬼たいじの猿（勇気） さるかに合戦の猿 （悪）×  さるまね、さるじえ × 

〇豊国神社の猿 ― （神様につかえる）こまざる にげよったらダメ 金あみの中 

〇岐阜地方にさるボボ  赤いさる （健康 幸せ）  赤いいもの 情熱 

    今年は 赤パンツがひそかに流行 赤パンツのくずはロータリークラブに！ 

    アリが１０匹サル５匹！ （ありがとう ござる） 

 山中 卓 会員 

小北 英夫 会長 

  

 

2017-18年度IM3組ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐   16-17年度地区国際奉仕委員   16-17年度地区国際奉仕委員  16-17年度地区国際奉仕委員 

  宮田 明 会員           初木賢司 会員         林 宏毅 会員           粟津直晶 会員 



柏本佳宏 会員 

 

【第８回定例理事会報告】20１６年２月３日開催 

＊報告事項 

①1月会計報告 わらしべ支援・ｸﾘｽﾏｽ家族例会費・ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問関係・後期人頭分担金等     合計 \2,020,840 

②クリスマス家族例会決算報告                                                    

③地区補助金プロジェクト最終報告                                                   

④長期計画委員会報告   

⑤次年度地区委員決定報告  国際奉仕委員に初木会員、職業奉仕委員に林会員、社会奉仕委員に粟津会員  

⑥ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ変更工事  2/12(金）工事予定10時～16時 

＊協議事項  

①IMロータリーデー実行委員会の件     組織は承認 組織表作成（全会員が入る） 予算は改めて報告をうけ協議を行う 

②少年野ジュニア大会１０回記念大会の件  10回目の記念大会開会式については本・次年度で協議を行う 

③春の家族会の申し込みについて  2016年4月2日(土)開催 11時～19時半  

                            会費（会員15,000円、ご家族高校生以上1万円、中学生以下5千円） 

                                           日時ついては承認、登録費はもう少し下げるよう検討 

＊審議事項はなし 

＊追認事項  

①第95全国ラグビー大会仰星高校優勝ｾﾚﾓﾆｰ協賛金の件   協賛金１万円拠出 祝賀会に粟津委員長出席    承認     

②東北訪問ﾚﾝﾀｶｰ・高速代等拠出について ﾚﾝﾀｶｰ代２台・ガソリン代・高速代・手土産等￥90,620           承認 

③40周年記念事業枚方RCへの記念品代について 

                            記念品代が未処理 早急に振込・会長あてに詫び状を送付        承認 

④3月2日タイアカ族支援・原田氏卓話の件  支援金は5万円とし報告をいただく                        承認 

⑤2月24日夜間例会及び新会員歓迎会の件 前回と同様会費3千円登録費用とする                     承認 

卓話                           柏本佳宏 会員 

 

 

 まず、私が社会に出てからの話をします。 

 高校を卒業して、就職し現在に至るまでと言う感じです。 

高校からの紹介で当時、宝石を売る会社に就職しましたが、わずか3か月で退社(首)になり 

それから就職活動をすること20数社になりましたが､全て不採用でした。 

 当時の私は、怖いのも知らずでなんでもかかってこい！くらいの感じでしたが、働く所がな

い。どうしようと思ったとき現在の職にめぐりあいました。 

 やっと就職し現在の仕事をしておりましたが、何かもの足りないと思い、2年で退社。 

それから独立開業しました。現在で19年目 になりますが、それまでいろいろなことありました。 

 独立し数年たった頃、地元の人に商工会に入ったら商売につながるでと言われ入会。 

 その後JCにも入会。 

 JC時代の話をしますと、 

 2013年枚方市の小学生を連れ和歌山までシーカッヤックの体験に行きました。これは助け合いの心や思いやり

の心を子供たちに伝えたいと思ったからです。 

 この事業をするにあたり、人様の子供を預かるわけだから下見に何回も行きました。下見には僕の家族と一緒に

シーカッヤックをし、こんなことがないとできない体験だと思いました。 

 地域貢献、地域振興と色々してるうちに自分の時間、お金とこういったものを使って得られる ものの素晴らしさを

知りました。 

 今では、謙虚な気持ちと感謝の心で接して行くように心がけております。 

 今後は、このロータリークラブでいろいろな体験、経験、奉仕ができればいいなと思います。 

 



201６年 ２・３月 

日 月 火 水 木 金 土 

２／１４ 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 

地区災害支援

委員会 

 東海大仰星高校     

ラクビ―優勝祝賀会 

２８ ２９ ３／１ ２ ３ ４ ５ 

   １２：５０例会        

定例理事会 

3組会長会議   

〒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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   国際ロータリー 第2660地区 
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       クラブ名称変更承認：2005年6月  6日 

   会    長   小北 英夫   

   広報委員長   田中 一眞 

ニコニコ箱 合計 \0 累計 \839,010 

○本日の配布物 

①２月1７日週報 

②卓話資料（田中一眞委員長） 

○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・新会員歓迎会出欠表 

 

○地区行事等出席報告（敬称略） 

2/14 地区RAC献血活動       小北、米田、木﨑 

 

○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          

2/25 地区災害支援委員会              初木 

2/27 東海大仰星高校ラクビ―全国大会優勝祝賀会 

                                粟津   

3/3 IM3組会長会議                   小北 

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） 

2/16 田中商人会員 枚方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198７回 例会出席報告（２月１０日） 

総会員数 出席者 出席率 

59名 35名 61.40％ 

第1984回 例会補正後出席率 85.96％ 

  メーク15名  欠席 8名  除外 2名 


