
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 

 「それでこそロータリー」 

・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 

     川上和之 会員 

・卓話 山中 卓 会員            

・その他 ニコニコBOX報告 

・閉会点鐘    

・本日の会合（敬称略・順不同） 

＜3組ロータリーデー実行委員会＞ 

17:00～ 於：木曽路 枚方店 

駕田、國田、小北、米田、藤原、宮田 

原田、上山、山口尚志、畠仲、三木 

田中一眞、岡山、川島、粟津、日野 

源本、稲田、林、原 

＜第3回会員研修会＞ 

18:00～ 於：木曽路 枚方店 

粟津、原田、畠仲、日野、今平、稲田、岩本

駕田、柿丸、柏本、川上、川島、北川、北村

小北、國田、三木、源本、宮田、森岡、長村

長友、中野、大橋、岡山、瀬川、多田、髙島

橘、田中一眞、田代塔下、上山 

山口伊太郎、山口尚志、山中、米田、養老 
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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１９９３回 例会 於：くずはゴルフ場 

次回の例会は 

4月2日（土） 

春季家族例会 
 ■集合時間 10:50 

 ■集合場所 樟葉駅前 

     三井住友銀行道路側 

 

 

4月5日(火) 

春の交通安全啓発活動 

(パレード) 

 ■集合時間 15：45 

 ■集合場所 枚方駅前ｲｵﾝ近く 

      （旧ビオルネ） 

 ※スタッフジャンパー着用 

 

 

4月6日（水）  

早朝例会 

春の交通安全啓発活動 

（啓発グッズ配布） 
 ■集合時間 ７：２０ 

 ■集合場所 例会場 

 ※スタッフジャンパー着用 

 

本日の歌♪ 

「それでこそロータリー」 

どこで会っても  

やあと言おうよ 

 見つけた時にゃ  

おいと呼ぼうよ 

遠い時には  

手を振り合おうよ 

 それでこそ  

ローローロータリー 

３月 水と衛生月間 

 

15-16年度 3組ロータリーデー報告  

201６年３月２６日(土) 於：ホテルアゴーラ大阪守口  

        

 出席者（敬称略・順不同） 

 吾郷、粟津、原田、畠仲、初木、今平、稲田、岩本、駕田、柿丸、川上、北川 

 北村、小北、國田、三木、源本、宮田、森岡、大橋、岡山、橘、髙島、田中一眞 

 田中商人、上山、山口尚志、米田、養老   29名 



 

会長の時間 

 皆さんこんにちは。次週の土曜日、3月26日は国際ロータリー第2660地区第3組のロータ

リーデーがあります。そして次年度は我がくずはRCが駕田実行委員長を先頭にホストクラブ

としてロータリーデーを開催します。近年は、ロータリーも広報に力を入れるようになり、ロータ

リアン、一般の市民の方にもわかりやすくするため、「インターシティーミーティング」を昨年度

より「ロータリーデー」と呼ぶようになりました。 

 また、「I.M」の前は「I.G.F（インターシティゼネラルフォーラム）」と呼ばれていまして、私の

記憶では私が創立20周年の年に入会した翌年、北村会長年度に今中実行委員長のもと、

摂南大学の大講堂でオリンピックに出られた柔道の山下泰裕さんの講演がありました。私は駐車場で一人さびしく

誘導係をしていたので中身は知りませんが、山下さんの手形のサイン色紙を頂いたのを覚えています。 

 I.G.FからI.Mになり、創立30周年の翌年、南会長年度に中実行委員長のもと「水環境保全に学ぶ」というテーマ

でメセナ枚方で行いました。 

 そしてロータリーデー。近隣都市の複数のクラブの会員が集まり、合同で行う都市連合会のことをいいます。この

会合の大切な目的は、①会員相互の親睦と知識を広めること、②さらに会員にロータリー情報を伝え、奉仕の理想

を勉強するためとなっています。ロータリアン会員総数300名との親睦も重要な目的ですから、会議後に懇親会も

併せて開催されます。 

 次年度のロータリーデーを成功させためにも、「さすがくずはやな！」と言われるためにも、来週の26日13時にホ

テルアゴーラ守口に一緒にいきましょう。以上で会長の時間を終わります。ありがとうございました。 

 

 

卓話「刑事政策よもやま話」 大橋 智洋 会員 
 

 保護観察官時代の経験を年に２回程大学等で講演をしています。 

仮釈放の審査や保護観察の実施という所謂刑事政策の中でも最後の部分、社会内処遇を

担っていましたが、案外奥が深いので若干よもやま話をします。 

 まず、世の中の犯罪の何割が再犯・再非行でしょうか。６割です。しかも国の犯罪白書では、

初犯から５年間の再犯率を計測するのみで、１０年１５年と追跡すれば、再犯率はもっと上がり

ます。初犯を防ぐことも大切ですが一度罪を犯した人を再度の罪に走らせないことも非常に

重要です。 

 現刑法では、刑務所を満期釈放になりますと、原則として国はタッチできません。昔の任侠映画で、満期釈放に

なったヤクザの親分を刑務所の入口まで子分が迎えに行くというシーンがありますが、満期で出ればその後国は

関与できません。その中で仮釈放制度の意義は、例えば懲役５年の人を５年で放り出すよりは、１月でも仮釈放と

いう形で出した上でここに住みなさいとか就職しなさい等と指導を行う方が再犯につながりにくい、という指摘もあり

ます。本来なら満期であっても一定国が関与できればベストですが、そうした法体系ではないです。 

 また、ヤクザはヤクザである以上、刑務所内でいかに行状がよくても仮釈放はありません。足を洗わないことは反

省していないと見なされるからです。そんなヤクザの楽しみは他の受刑者の足を引っ張ることです。さらに、共犯者

同士やヤクザ同士は同じ房にはなりません。釈放後に仲良くなる、刑務所内で喧嘩を始めたりするからです。 

 仮釈放の引受人には、家族等だけでなく知人もなることができます。これは就労の機会の拡大を図る意味で会社

の経営者等も引受人となることができる一方で、怪しい人がなることもできることから慎重な審査が必要です。 

 重大事件が報道されると仮釈放中であるかを意識してしまいます。なぜ仮釈放したのか保護観察中にきちんと指

導をしたのかという結果責任が問われます。 
  

小北英夫 会長 

 

 

大橋智洋 会員 



「新会員自己紹介」 
  養老 孝雄 会員 
 

 

 三原建設㈱の養老孝雄です。当社は八幡市と京田辺市にて土木建設業と環境リサイクル

業を行っております。年齢は40歳で妻と4歳（現在5歳）の長女と1歳の長男の4人家族です。 

 枚方青年会議所を卒業するにあたり、何か地元地域に貢献できるような活動をしたいという

想いがあり、源本会員・原会員・柿丸会員の情熱的な説明とお誘いを受けて入会させて頂く

事となりました。 

 私が今、仕事とプライベートにおいて心掛けている事は、親や祖父といった先祖が培った日本の良き習慣や感性

などを子や孫の代に引き継ぐことを自分の使命と思い活動しております。諸先輩方とは親ほど年齢が離れておりま

すが、少しでも諸先輩方のよき習慣などを学び伝えてい行きたいと思っておりますので、口下手で上手くお話が出

来ませんがお声掛けを積極的に行いますので、その際には温かく対応して頂けると幸いです。どうぞよろしくお願

い致します。 

 

 

 

  長村 修治 会員 
  

 

 皆様、初めまして私は１月に入会させて頂きました長村修治と申します。宜しくお願い致しま

す。私は昭和５０年６月２７日生まれです。昨年に４０歳になり１２月枚方青年会議所を卒業致し

ました。 

 私は、大峰にある社会福祉法人恵裕会第二光の峰保育園の副園長として勤めさせて頂いて

います。昭和５４年に大峰で２園目となる保育園として地域の保育のニーズによって開園するこ

とになりました。私はその時３歳で父母の保育園に対する姿を見て、将来の夢は保育士になることを目標としてきま

した。現在は副園長の立場で園長の父の保護者への対応並びに保育園の方針を学び、今後の少子化への対応

を考え保育園が安心・安全を基に子ども達の将来の希望を摘み取ることの無い、子ども達の思いを尊重できる保

育園にしていきたいと思います。 

 １月に園庭を人工芝生にしました。話題になっているラグビーを行い、枚方から桜を背負い代表になりたいと思う

子どもを育てたいと思います。皆様、どうぞ宜しくお願いいいたします。 

 

 

  長友 克由 会員 
 

 皆様こんばんは！私は長友克由と申します。４０歳です。どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 尊延寺で建設業を親の代から約４０年営んでおります。それと小規模デイサービスも経営し

ております。 

 さて、最近ではサッカーの日本代表の長友のおかげで認知されている名前ですが、長友とい

うのはそもそも宮崎県のある地域が発祥の名前です。宮崎県にはクラスに一人は在籍していま

すし、関西でたまに長友さんという方に会っておとうさんの出身を聞くと宮崎県か熊本県です。 

 父と母のなれそめは、母の尊延寺の実家を増改築工事した大工が父ということなんですが、実は母の実家に工

事に入る大工は別の人間だったんです。その大工が酔って単車を運転して事故を起こして工事に入れなくなり、

代打で父が工事に入る事になって母と知り合う事になったそうです。もし最初から入る大工さんが事故を起こさな

かったら、私はここに存在していません。そう考えると事程左様に人の運命はわからないものであるとつくづく考え

ます。 

 

 

 

 養老孝雄 会員 

 長友克由 会員 

 長村修治 会員 



201６年 ３・４月 

日 月 火 水 木 金 土 

３/２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ４／１ ２ 

  献血        

牧野市民生涯学

習センター 

１２：５０例会        

ﾛｰﾗﾘｰﾃﾞｰ実行委員会 

第3回研修会 

  春季家族例会        

宝塚歌劇 

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

  交通安全ﾊﾟﾚｰﾄﾞ ７：２０早朝例会     

同好会ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ 

  次年度の為の地区協議会 

１０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ 

   １２：５０例会        

新旧G補佐訪問         

定例理事会 

  社会奉仕新旧委員長会議

枚方RCとのゴルフコンペ 

〒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/ 

KUZUHA ROTARY CLUB 発 行 

   国際ロータリー 第2660地区 

   創立：1974年5月30日 承認：1974年6月25日 

       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 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊当クラブ会場ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ設計者長部様を迎えて 

 感激しました 

＊ｽﾋﾟｰﾁを聴いて頂きありがとうございます。 

 また息子の留学の無事を願って   

     

     吾郷泰廣 

          

     長村修治 

小北会長より協賛金贈呈 

ニコニコ箱 合計 \20, 000 累計 \879,010 

○本日の配布物 

・３月３０日週報 

○本日の回覧物 

①４月例会出席予定表（再） 

②４月６日早朝例会出欠表(再) 

○地区行事等出席報告（敬称略） 

3/26 15-16年度ロータリーデー 吾郷、粟津、原田、畠仲 

  初木、今平、稲田、岩本、駕田、柿丸、川上、北川、北村 

  小北、國田、三木、源本、宮田、森岡、大橋、岡山、 髙島 

  橘、 田中一眞、田中商人、上山、山口尚志、米田、養老 

3/29 献血   小北、上山、髙島、北村、岩本、源本、稲田 

                   岩渕、田中商人、森岡、今平  

○地区行事等出席予定（敬称略）          

4/9 地区協議会     上山、三木、田中一眞、畠仲、髙島 

             川島、源本、原、稲田、久保、田中商人 

4/16 社会奉仕新旧委員長会議          源本、川島 

5/13 職業奉仕新旧委員長会議          橘、稲田      

第19９２回 例会出席報告（３月１６日） 

総会員数 出席者 出席率 

59名 37名 66.07％ 

  お客様 長部謙吾 様（甲子園RC)  

      長部幸子 様（西宮恵比寿RC） 

第1989回 例会補正後出席率 75.44％ 

   メーク4名 欠席 13名  除外 2名 

＜社会奉仕委員会 献血活動報告＞ 
2016年3月29日(火) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ゴルフ同好会 今後の予定 

■４月６日 同好会ゴルフコンペ     

        くずはゴルフ場   9:23 OUTｽﾀｰﾄ 

■４月１６日 枚方RCとの親睦ゴルフコンペ 

        交野ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 9:10 IN/OUTｽﾀｰﾄ 

■５月２６～27日 熊本遠征 

        1日目 あつまる阿蘇赤水ゴルフCC 

        2日目 熊本空港CC 


