
例会プログラム   

・開会の点鐘 

・友情と親睦の握手 

・本日の歌 

  「春の花」 

・お客様紹介 

 ・会長の時間 

・ご挨拶 

 RI第2660地区第3組 

 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐  岩本静江 様 

 RI第2660地区第3組 

 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ｴﾚｸﾄ 富永良太 様 

・幹事報告 

・委員会報告  

 出席状況報告ほか 

・3分間スピーチ 

  原  正和  会員 

 

 

 

・クラブ協議会 

＜各奉仕部門別事業報告＞  

 クラブ奉仕 山口尚志副会長 

 社会奉仕  源本将人 理事 

 職業奉仕  橘喜久夫 理事 

 青少年奉仕 粟津直晶 理事 

 長期計画  岩本昌治 理事 

 SAA      稲田義治 SAA 

 国際奉仕  米田 勉 幹事 

＜地区委員報告＞ 

 災害支援  初木賢司 地区委員 

 職業奉仕  林  宏毅 地区委員 

・次年度に向けて  

       上山芳次 会長エレクト 

・その他  ニコニコBOX報告 

・閉会の点鐘  

・本日の会合 

＜定例理事会＞13:35～ 

 小北、上山、原田、山口尚志 

 米田、多田、稲田、岩本、橘 

 粟津、源本、木﨑、川島、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１９９６回 例会  於：くずはゴルフ場 

次回の例会は 

 

4月２０日（水）  

例会 12:50～ 

＊卓話 

 「4/9開催地区協議会報告」 

 次年度役員・理事・委員長 

＊被選理事会 

 

4月２７日（水）  

夜間例会 18:00～ 

ひらかた仙亭  

＊3分間スピーチ 

   山本一郎 会員 

＊奉仕活動奨励褒章授賞式 

＊受賞者活動報告    
  

 

  

本日の歌♪ 

「春の花」 

春のうららの 

隅田川(すみだがわ) 

のぼりくだりの船人が 

櫂(かひ)のしづくも 

花と散る 

ながめを何に 

たとふべき 

4月 母子の健康月間 

 

 

 

本日のお客様 

RI第2660地区第3組 

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 岩本静江 様 

 

RI第2660地区第3組 

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐エレクト  富永良太 様  

＜３月２９日献血結果報告＞ 

＊献血受付   ５８名  

＊採血数    ４５名  

      400ml ３９名  

      200ml  ６名 



「会長の時間」 
 

 皆さん、おはようございます。 

先週土曜日の宝塚の家族会にはたくさんの参加をいただきありがとうございました。桜満開、歌

劇団の花も満開で楽しいひと時でした。 

 本日は交通安全運動の早朝例会にたくさん出席していただき誠にありがとうございます。ま

た、枚方警察署中畑交通課課長様、お名前が覚えやすい交通課係長田畑義夫様、 

枚方交野交通安全協会西田専務理事様には、昨日の交通安全パレードはじめ朝の交通安全

運動、そしてくずはロータリークラブの例会にご出席いただきまして、誠にありがとうございま

す。後ほどご挨拶をお願いいたします。 

 ロータリークラブは自分の生業とする職業を通して奉仕をし、社会貢するという団体ですが、こんなことも言えると

思います。例えば、私も車の運転をしたり、自転車に乗ったり、歩行者にもなります。すぐそこで一旦停止やスピー

ドの取り締まりをよくされていますが、中畑課長ありがとうございます。自分で安全運転を心がけて交通マナーを守

り、無理な運転をしなければ事故は起こりにくい。家に帰って車を止めて、今日も何事も無かったとみんながみんな

安全運転に心がければ事故は減ります。安全運転、これも社会にとっての奉仕のように思います。一件でも交通事

故をなくす奉仕活動は安全運転です。 皆さん、気をつけましょう。 

 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。 

 

本日のお客様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「記念品贈呈」  

 

 

    

小北英夫 会長 

 

    入会記念日祝             お誕生日祝              お誕生日祝               お誕生日祝                

   上山 芳次 会長ｴﾚｸﾄ        原田 武夫 直前会長          田代 ミチル 会員            長友 克由 会員  

枚方警察署交通課課長   枚方警察署交通課係長   枚方交野交通安全協会専務理 

  中畑 裕文 様       田畑 義夫 様          西田 一芳 様 



出席者：   

(敬称略）     

「春の交通安全啓発活動報告」  

 2016.4.5 パレード  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 2016.4.6 啓発グッズ配布（ティッシュ・絆創膏） 



201６年 ４月 

日 月 火 水 木 金 土 

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 

１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ 

   １２：５０例会    

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ 

  会長幹事会 18:00夜間例        

ひらかた仙亭 

   

〒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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   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） 

＊お誕生日祝いを頂き誠にありがとうございます 
      田代ミチル   

＜結果＞(敬称略)       ｱｳﾄ ｲﾝ ｸﾞﾛｽ HDCP  NET 

 優勝 上山芳次 会員   49    47    96    36.0    60.0       

 2 位 髙島叔孝 会員   39    44    83    13.0    70.0  

 3 位 中野保博 会員   46    50    96    25.0    71.0  

*ＢＧ賞 小北英夫 会員     42  39    81      7.0    74.0 

15-16年度 第2回ゴルフコンペ 

 去る４月6日(水)樟葉ゴルフ場にてゴルフ同好会コン

ペが開催されました。結果は下記の通り。 
ニコニコ箱 合計 \2, 000 累計 \904,010 

○本日の配布物 

①4月13日週報 

②2000回例会のご案内 

③委員会引継書 

○本日の回覧物 

①4月27日（水）夜間例会出欠表 

②LIP4月号 

○地区行事等出席報告（敬称略） 

4/9 地区協議会   宮田、初木、粟津、林、上山、三木 

   田中一眞、畠仲、岩本、川島、源本、原、稲田、久保 

   田中商人 

○地区行事等出席予定（敬称略）          

4/16 社会奉仕新旧委員長会議 木﨑、粟津、源本、川島 

5/13 職業奉仕新旧委員長会議        林、橘、稲田  

5/21 規定審議会報告・IN編成説明会  上山、三木、原田 

5/21 青少年奉仕新旧正副委員長会議  粟津、原、多田  

○メークアップ（敬称略） 

田中商人会員  4/7 門真RC 

第27回ｶﾞﾊﾞﾅｰ杯表彰式・懇親会 

４月6日(水) 於：ホテル日航大阪 

第19９５回早朝例会出席報告（４月６日） 

総会員数 出席者 出席率 

59名 30名 56.60％ 

第1992回 例会補正後出席率 73.68％ 

   メーク 5名 欠席 15名  除外 2名 

 ＜結 果＞ 

優 勝 八尾東  

準優勝 くずは 

３  位 大阪平野 

  〃  大阪うつぼ 

立野ガバナーより準優勝記念品の贈呈。 

各クラブ最優秀選手には岩渕信廣会員が選ばれました！ 


