
例会・新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 

 上山芳次 会長エレクト 

・卓話 「ああ栄冠は君に輝く」 

  田中 商人 会員          

・その他 ニコニコBOX報告 

・閉会点鐘    

―  第２部 歓迎会 ―      

・開会のことば 

・乾杯 

・食事 歓談 

・委員長挨拶 

・新入会員自己紹介 

   養老孝雄 会員 

   長友克由 会員 

・閉会のことば 

                

 

KUZUHA ROTARY CLUB   KUZUHA ROTARY CLUB   KUZUHA ROTARY CLUB   Weekly Club BulletinWeekly Club BulletinWeekly Club Bulletin Vol. ２９ 201６年２月24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  

「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１９８９回 夜間例会 於：ひらかた仙亭 

次回の例会は 

３月２日（水） 
   

 ＊3分間スピーチ 

    江口信昭会員 
 

 ＊卓話 未定     

 ＊定例理事会 

本日の歌♪ 

「四つのテスト」 

 

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 

 

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。 

来週の例会は夜間例会・新入会員歓迎会になります。多数の出席をお願い致します。 

 さて、その前日２３日、２月２３日はロータリー創立記念日になっております。皆さんもご存知

と思いますが、時は１９０５年アメリカは経済恐慌に陥り、シカゴでは犯罪が多発し、毎日のよう

に労働争議が起こっていました。ポールハリスは弁護士でしたので、毎日忙しい日々を過ごし

ていましたが、知人は多くとも真の友人はいなくて孤独でした。そこで真の友人が欲しい、世

の中の為になることがしたいと、石炭商・鉱山技師・洋服商の友人に話をもちかけ、第１回の

会合を行ったのが１９０５年２月２３日、ポールハリスは若干３７歳の時でした。 

 はじめはブースタークラブ向上するという意味らしいですが、数ヵ月して会員も増え、会員の事務所で順番に例

会をしたことがロータリークラブと名称が変わり、シカゴロータリークラブが誕生しました。その理念は拡がっていき、

３年後にはサンフランシスコロータリークラブが誕生し、その５年後には全米全土に拡がり、カナダ、イギリス、そして

現在は世界２００以上の国、１２０万人以上の大組織となりました。 

 来週２３日がきましたら、ロータリー創立記念日とお一人でも多く、思い出していただけたら幸いです。 

 

田中 一眞 委員長 

  

卓話「くずはロータリーの広報って！」田中一眞広報委員長 
 

   

   今年度、広報委員会を担当させてもらっています田中でございます。「くずはロータリーの広

報って何？？？」という題名で卓話をお知らせしました。皆様に興味を持っていただくために

この題名をつけました。 

  広報と言ったらまず、毎週お配りしているこの週報があげられます。これは事務局の阪本さ

んに毎週作っていただいています。今年度の週報ですが、表紙の構図は小北会長が考案さ

れたものです。すぐに今年度の組織体制がわかりやすく見やすくできていると思います。 

 それでは、私が考えた広報とは何か？？？皆様にわかりやすく説明するために、これから多

少誇張な表現があるかもしれません。どうぞお許しください。 

 広報とは、読んで字のごとく「広く報じる」ことですが、広く報じるには「前もって」情報を知らせて、その情報が「わ

かりやすい」ものでないと広く報じることはできないと考えました。そして広報活動には、くずはロータリー内での広

報活動と、外部に発信してくずはロータリーを知ってもらう対外的な広報活動、この二つの広報を考えました。 

 まず、主要な「くずはロータリー内」での広報活動です。「何をわかりやすく前もって伝えるのか？」 

それはまず、くずはロータリーの会員の皆様が毎週スムーズに例会場に来ていただくことを念頭に考えました。 

ロータリアンの三大義務の第一に挙げられているのが例会出席です。 

  過去に私は、1・2度、普段と変わりなく水曜日のお昼に例会に来たつもりが、例会がお休みだったことがありまし

た。会場に来てみると、暗がりでいつものにぎやかさがなくひっそりとしていて、扉は閉まっており、事務局に寄って

帰ったことがありました。そういったこともあり、今年度は週報の最後にカレンダーを入れてもらいました。このカレン

ダーには次の週、そしてその次の週まで、いつどこで例会があるか見て頂けます。欠席された会員の方にも、例会

後に事務局からメールで週報が送られます。欠席された方は、必ず送られてきた週報のカレンダーを見てくださ

い。次の週「いつ？どこで？」例会があるか確認できます。本日の週報ではカレンダーを見ていただきますと、来週

水曜日は「夜１８時」から「仙亭」で夜間例会があります。さらに次の週は、「お昼」から通常の例会があります。どうぞ

みなさん、来週はご注意くださいまして、お来しくださいますようお願いします。   

小北 英夫 会長 

  

 



 次に対内的な広報活動として、今年度第一弾の新入会員さんが入会された時期に「8・9月のくずはロータリーの

見どころ」を別紙に作りました。これは昔TVガイドというものがありましたが、前もって番組内容の「見どころ」を紹介

し興味を持たせて番組を見てもらうものでしたが、これをイメージしました。前もってくずはロータリーの身近な事業

を紹介し、興味を持ってもらいたいと思いました。「8・9月のくずはロータリーの見どころ」と題した紙面では「くずは

ロータリークラブ杯枚方少年野球ジュニア大会」と「北河内柔道大会」を紹介し、新入会員の歓迎会の例会時に配

布させて頂きました。そして、「１２月のくずはロータリーの見どころ」と題して、「クリスマス大家族例会」を紹介しまし

た。その他ロータリー内での広報活動としては、各クラブ活動、七つ星歩こう会、野球同好会、ゴルフ同好会のクラ

ブを週報で紹介させていただきました。以上がくずはロータリー内での広報活動です。 

 それでは次に、対外的に行った広報活動をお伝えします。くずはロータリーを外部の人たちに知ってもらうPR活

動です。8月にくずはロータリークラブ杯枚方少年野球ジュニア大会を枚方少年野球連盟さんと共同で主催してい

ます。この大会のプログラムに「くずはロータリーって？？」というPRの紙面を大会の参加者や関係者用に作りまし

た。開会式のスタジアムに集まる数百名の少年野球のチームのご家族やその他関係者に「くずはロータリークラ

ブ」の事業実績を知ってもらうことで、PRするのに絶好のチャンスになると思い、小北会長に背中を押されて作りま

した。印刷は枚方少年野球連盟さんが２００枚ほどカラー刷りをして頂きまして、プログラムの紙面に挟んでくれまし

た。 

 話が変わりますが、今年度から会員の皆様に3分間スピーチと卓話の日程をお知らせするとともに、お願いしてい

ることがあります。それはプログラム委員会と広報委員会との連名で、一か月前に事務局からこのようなファックスを

送らせていただいています。その内容は、まず卓話の題名をスピーチの2週間前に教えて頂きたいということ。そし

て3分間スピーチ・卓話をされた内容を、原稿（電子メール）で提出して頂きますようお願いしています。これは例会

に欠席された会員にもスピーチの内容を次の週報で正確にお伝えするためです。 

 また、スピーチされた時に思ったほど時間がなくて言いたいことが言えなかったとか、時間はあったが肝心なこと

が言えなかったときなど、要約された原稿を頂けると、週報で伝え直すことができます。原稿の締め切りはスピーチ

された次の日（木曜日）が締め切りになります。スピーチ当日でもありがたいですので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

  最後になりましたが、本日配布された「マイロータリー」のことをお伝えします。マイロータリーはPCのウェブサイト

にアクセスすることで他のロータリークラブの人と繋がりやすくなります。他のクラブの名簿など閲覧が可能です。 

このマイロータリーを利用するにはPCとメールアドレスが必要になります。 

 マイロータリーの登録は義務ではありませんが、さまざまな利点があります。ロータリーに友好な企業がこのウェブ

サイトに一体化されてくるので、安く商品が買えます。一例で言えば、アップルのPCが安く買えます。また、レンタ

カーのハーツを安く利用できます。現状はまだまだ提携企業は少ないですが、今後マイロータリーを通して増えて

くると思われます。 

  私が一番関心のあるのはフォーラムというものがありまして、一つの話題のフォーラムに参加することで、ロータ

リーの人達と話し合えます。また、マーケットプレイスというコーナーがありアイデアを交換できたりできます。  

  例えばくずはロータリーの中ではちょっと身内の話なので恥ずかしくて話せないとか、仕事上の話で相談できな

いといった場合、マイロータリーを通して他人に意見を聞くことができます。ロータリーは経営者の方が多いので、

そこから得られる情報は有益なのではないでしょうか。  

 登録するには、まず事務局のほうで皆さまのメールアドレスや名前を事前に登録する必要があります。事前登録

がないと、会員の皆様がインターネットでこのウェブサイトにアクセスしても、セキュリティーが働いて、自分では登録

できなくなっています。 

 今後 準備が整いましたら皆様に順次お知らせします。今しばらくお待ちください。 

  



201６年 ２・３月 

日 月 火 水 木 金 土 

２／２１ 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 

  IM3組会長会議 １２：５０例会        

定例理事会 

   

６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 

   １２：５０例会        

被選理事会 

  PETS会長エレクト会議 

地区研修ﾁｰﾑｾﾐﾅｰ 

〒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 \5,000 累計 \844,010 

○本日の配布物 

・２月２４日週報 

○本日の回覧物 

①15-16年度ﾛｰﾀﾘｰﾃﾞｰ出欠表 

②15-16ロータリー国際大会 ソウルのご案内 

③LIP２月号 

○地区行事等出席報告（敬称略） 

2/20 補助金セミナー              上山、三木 

○地区行事等出席予定（敬称略）          

2/25 地区災害支援委員会              初木 

2/27 東海大仰星高校ﾗｸﾋﾞｰ全国大会優勝祝賀会 粟津   

3/１ 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 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊欠席のおわびに 

＊田中広報委員長の熱心な卓話に慶びを 

  覚えて 

      畠仲  聡  

      北村  隆    

  地区社会奉仕委員会 

 

2月14日(日)10時より樟葉駅前にて 

地区RAC献血活動がありました。 

出席者（敬称略）：小北、米田、木﨑 

くずはゴルフ同好会のお知らせ 
 

☆15-16年度第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198８回 例会出席報告（２月１７日） 

総会員数 出席者 出席率 

59名 40名 70.18％ 

第1985回 例会補正後出席率 77.59％ 

  メーク9名  欠席 13名  除外 1名 


