
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分間スピーチ「お彼岸の話」 

   初木賢司会員 

・外部卓話  

 「タイアカ族支援報告」 

 NPO法人タイ国学生日本語教育 

 環境支援プロジェクト 理事長 

   原田義之様（ﾁｪﾝﾗｲRC）           

・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１９９１回 例会 於：くずはゴルフ場 

次回の例会は 

３月１６日（水） 
     

 ＊卓話 大橋智洋会員 

 ＊被選理事会及び 

  予定者クラブ協議会 

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 

 

 

 

 

 

 

 

原田 義之 氏 

本日のお客様 

３月 水と衛生月間 

 

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。 

1943年福島県生まれ慶応義塾大学商

学部を卒業後、大阪銀行株式会社に

入行。その後フジマサ機工株式会社、

ゼオテック株式会社代表取締役に就

任。2006年同社代表取締役を退任

後、2008年NPO法人タイ国学生日本

語教育環境支援プロジェクトを設立し

理事長となる。現在、タイ国国立ダムロ

ンラートソンクロ高校日本語教師、神戸

市教育委員会生涯センター講師。RI

第３３６０地区チェンライRC所属。タイ

少数民族アカ族の識字率向上へ向け

た就学支援も続けている。 



＜ハイライトよねやま＞ 第2720地区に米山学友会が誕生！ 

 

 昨年12月に開催された常務理事会で、第2720地区（熊本・大分）米山学友会の設立が承認され、九州の4地区それぞれに

米山学友会が存在することとなりました。2月7日に開かれた設立総会には、第2720地区の学友と奨学生16人が出席、初代会

長には全紅女さん（2005-07／別府東ＲＣ）、副会長にはスチッタ・グナセカラさん（2010-11／別府ＲＣ）と朴志剛さん（2012-

13／宇城ＲＣ）そのほか幹事・会計・理事6人が選任されました。全会長は、「一年後の総会ですばらしい活動報告ができるよ

う、皆で力を合わせて一所懸命頑張ります」と意気込みを述べ、設立に関わった地区米山奨学委員長の秋吉 実氏ら関係

ロータリアンたちは、感無量の面持ちで見守っていました。 

 

会長の時間 
 

皆さんこんにちは。 

11年前、くずはロータリークラブは水をテーマにIM（インターシティーミーティング）を行いまし

た。今月は水と衛生の月間です。 

 水は人々の命を、直接的にも間接的にも支えているもっとも重要な「資源」です。 

日本には安全で安心できる水と衛生設備があります。世界には、現在11億人以上が安全で

清潔な飲料水を得ることができていません。毎年、180万人が亡くなっています。 

180万人とは毎年枚方市の市民の4.5倍、県で例えると三重県の人が毎年全員なくなっている

という事です。 

 そして、その90％は5歳未満の子ども達です。下痢性疾患とそれに関連する栄養失調は、実質的にすべての死

因となっています。疾病全般の90％近くは、不衛生な水と劣悪な衛生状態に関連しています。従って、水と衛生の

分野における活動は、保健を推進する重要な活動になります。 

 ロータリーはスキルやノウハウ、寄付などを活かしてそのような地域が長期的に水を確保し、衛生施設を維持でき

るよう支援するほか、水と衛生に関連する研究支援・人材育成にも力を入れています。 

 普段何気なく使っている水、改めて考えてみたいと思います。以上で本日の会長の時間を終わります。 

 

 

記念品贈呈・会員増強表彰 

＜3月入会記念日祝＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜3月お誕生日祝＞     ＜国際ロータリー会員増強表彰＞ 

 

 

 

 

  

小北 英夫 会長 

 

   北村 隆 会員          山口 尚志 副会長        國田 欣吾 会員 

   田中 一眞 会員         田中 一眞 会員         稲田 義治 SAA 



【第９回定例理事会報告】 20１６年３月２日開催 

＊報告事項 

①２月会計報告  

   ｸﾘｽﾏｽ家族会ﾎﾃﾙ支払３月事務所使用料・1月例会場使用料・電気代他 合計￥3,902,327‐ 

②2000回例会内容の詳細について   

   5/21（土）18時～ひらかた仙亭 特別講師：がんこフーズ㈱代表取締役 東川浩之氏 4/13会員ご家族に案内予定 

③会員職業情報公開について  

   趣旨：職業を通じて会員同士の交流をはかり友情親睦・絆を深める 3/9 会員の職業等について記入様式を配布  

   会員同志のみ公開とする（事務局閲覧・クラブホームページ）    

④16-17年度ロータリーデーについて   

   3/2組織表配布 3/30第1回実行委員会開催予定  

   16-17年度ﾛｰﾀﾘｰﾃﾞｰ 2017年3月25日(土) 於：メセナひらかた 13時30分～16時30分   

⑤春季家族例会参加費について  

   会員\15,000、ご家族（高校生以上）\10,000、中学生以下5,000円に参加費を下げた 動員のお願い  

⑥ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ変更・HDD設置工事について サーバー設置等ﾊﾟｿｺﾝの環境整備について説明  

＊協議事項  

①第3回会員研修会について 3/30(水)18時～20時30分 於：木曽路 参加費\5,000 内容説明         可決承認 

②春の交通安全啓発グッズ配布早朝活動（早朝例会）の件  

   昨秋同様に開催する旨説明 4/6は入学式が多いが日程がすでに決まっているので実施する旨説明有り 可決承認  

＊審議事項  

①15-16年度ﾛｰﾀﾘｰﾃﾞｰ登録費について 

   例年通り3,500円を徴収したが今年度は3､000円の登録となった 差額は2000回例会で使わせて頂く    可決承認                        

②春のライラ応援登録の件   @6,000円 応援登録4名とする                            可決承認  

＊追認事項  

①マイロータリー代理登録について  米田幹事、田中委員長、事務局員で登録を行う                可決承認  

②献血協賛金の件            3/29(火) 協賛金3万円 今回よりクラブ内周知のみ駅前等配布は無し  可決承認 

 

 林 宏毅 会員 

卓話「日本拳法少年連盟について」  林 宏毅 会員 

 

 

 私は、くずはロータリークラブの会員である山本一郎氏を師範とする日本拳法白虎会という

道場に所属しています。そして私は白虎会から日本拳法会の一部門である日本拳法少年連

盟というところの会計を５年以上しています。 

 日本拳法少年連盟は、大きく分けると３つの全国大会を行っています。まず４月に西日本少

年大会を行います。これは、関西以西の少年のための大会です。少年連盟のメイン大会でも

あります。ちなみに少年というのは小学生と中学生のことを言います。この大会で上位入賞をし

た選手は、９月の日本拳法総合選手権大会に出場することのできる権利を獲得します。 

 次に７月に日本拳法全国少年連盟が主催する少年の団体戦のお手伝いをします。 

 そして９月に日本拳法全国連盟が主催する総合選手権大会の少年の部を開催します。この大会は日本拳法の

一番大きな大会であり外国の選手も参加しています。一年間の大きな行事としてはこれくらいで、年明けに少年連

盟の代表者会議があり次の年に備えます。 

 私が少年連盟のスタッフとしての活動しているうちに、白虎会の少年部も人数が増え活気づいてきました。自分

の息子も現在は小学６年生ですが、５年生の時には総合選手権大会の５年男子の部で３位になりました。これは私

の大きな自慢であります。人数が増えれば活気づき、どんどん強くなっていくので少しでも興味が涌くようであれば

白虎会で一緒に日本拳法をできればいいと思っています。 

 



201６年 ３月 

日 月 火 水 木 金 土 

６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 

大和川・石川 

ク リーン作戦 
  １２：５０例会         

外部卓話         

  PETS会長エレクト会議 

地区研修ﾁｰﾑｾﾐﾅｰ 

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ 

   １２：５０例会        
被選理事会/予定者ｸﾗﾌﾞ協議会 

   

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ 

   定款より休会   ロータリーデー      

ﾎｽﾄ 門真RC 

〒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） 

＊入会記念日に記念品をいただいて 

 ありがとうございました 

＊お誕生日祝を頂きましてありがとうございました 

        國田欣吾  

 

        田中一眞 

野球同好会からのお知らせ 
 

第３３回全国ロータリークラブ野球大会   

於：阪神甲子園球場 

      ■試 合  2016年５月２8日(土）  

      ■前夜祭  2016年5月27日（金） 

ニコニコ箱 合計 \8,000 累計 \852,010 

○本日の配布物 

①３月９日週報 

②第3回研修会のご案内 

③会員情報公開・会員職業広報について 

○本日の回覧物 

①3月例会出席予定表 

②16-17年度ロータリー手帳申込表 

③枚方交野交通安全協会会報 

○地区行事等出席報告（敬称略） 

3/5 大和川クリーンハイク           小北、木﨑 

○地区行事等出席予定（敬称略）          

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 

3/26 15-16年度ロータリーデー           全会員 

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        

ロータリーレート  

３月 １＄＝１１６円 

第19９０回 例会出席報告（３月２日） 

総会員数 出席者 出席率 

59名 42名 75.00％ 

第1987回 例会補正後出席率 77.19％ 

  メーク9名  欠席 13名  除外 2名 

くずはRCホームページ 

会員専用ページ 

                          ユーザー名  kuzuha-rc  

                           パスワード   kaiinpass 

重要書類の閲覧・書式等の入手はここで！ 


