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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１９９８回 夜間例会  於：ひらかた仙亭 

 

 ５月 ４日（水） 

祝日により休会 

 

 

次回例会は 

 

５月１１日（水） 

１２：５０～ 

くずはゴルフ場 

 ＊3分間スピーチ 

   白井博巳会員 

 ＊卓話「月間に因んで」 

   粟津直晶 委員長 

 ＊定例理事会 

 

５月１８日（水） 

→21日(土)に変更 

  

 

５月２１日（水） 

１８：００～ 

ひらかた仙亭 

2000回記念例会 

4月 母子の健康月間 

例会プログラム   

・開会の点鐘 

・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」 

・お客様紹介 

・会長の時間 

・入会式 

 松吉冨美彦 新会員 

 山本なをみ 新会員 

・幹事報告 

・委員会報告  

 出席状況報告ほか 

・３分間スピーチ 

 山本一郎 会員 

 

・奉仕活動奨励褒賞授賞式 

 団体賞 

 「みんなでつくる学校とれぶりんか」 

 代表 中川雄二 様 

 個人賞 

 梅原知子 様 

 （みんなの里 ０円子ども食堂） 

・受賞者活動報告 

・その他  ニコニコBOX報告 

・閉会の点鐘  

 

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 

 

 

 

   2000回記念例会のお知らせ 
 

 201６年５月２１日（土） 於：ひらから仙亭 

   17:30～受付  

   18:00 開会  

     １部：講演 がんこフーズ㈱代表取締役 東川浩之様 

     ２部：食事会・懇親会 

   20:20 閉会 

※出欠のお返事は5月11日までに事務局までお願いします  



「会長の時間」 
 

 皆さんこんにちは。本日は枚方ロータリークラブから家高様と白川様がラックのPRにお越しで

す。後ほどよろしくお願いいたします。 

 さて先週の土曜日は、枚方ロータリークラブとの親睦ゴルフ大会が行われました。田中商人

会員が看板やポスターまたニアピンの旗まで、両クラブ会長の顔写真付きで作って下さいまし

た。おかげで我がクラブはもちろんのこと、枚方ロータリークラブの皆様にも喜んで頂き、ものす

ごく盛り上がりました。 

 団体優勝は我がくずはロータリークラブで、個人優勝も我がクラブの飛ばし屋、岩本会員が

優勝されました。ロータリーは親睦があってこそ、一つになって活動ができるものと思います。 

 来月は全国ロータリークラブ野球大会の前夜祭がありますが、その中でPRされることなど、日野キャプテン始め同

好会の皆さんに2000回記念例会の中ででも、前に出てきていただいて、是非とも披露していただきたいと思いま

す。その時は田中商人会員の出番です。よろしくお願いいたします。 

 本日の卓話は地区協議会に出席されました次年度理事・役員・委員長の方々に報告をしていただきます。よろし

くお願い致しまして、会長の時間を終わります。ありがとうございました。 

 

「次年度地区協議会（4月9日開催）」報告 

 

            ○上山芳次会長エレクト 

           ・PETS会長エレクト研修セミナーと同内容 

            16-17年度ジョンFジャームRI会長ﾃｰﾏ「“Rotary Serving Humanity”-人類に奉仕するﾛｰﾀﾘｰ -」 

            16-17年度松本信也ガバナ 地区方針「 “The Ideal of service”－ロータリーの根幹精神 -」 

           ・危機管理委員会から危機事案報告及び取り組み・ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問は幹事と2名で訪問を基本 

           ・地区予算案、特別会計の承認 
 

 

            ○三木   彰（次）幹事 

                ・幹事就任年度前の仕事と就任後の仕事について内容説明 

           ・クラブ幹事の仕事  ①MYROTARYを活用する ②クラブ管理運営について  

            ③会員データの管理について ④財務：会費・人頭分担金・財団寄付の支払い管理  

            ⑤記録の管理 ⑥リソース 

           ・クラブの管理運営のために会長・副会長・SAA・各委員会と協力し、理事会開催、例会運営に 

            も関与して会員とのコミュニケーションを大切にしていきたいと思います。 

○田中一眞（次）SAA 

・第1部本会議 次年度RI会長テーマ「人類に奉仕するロータリー」 

 ロータリー初期から人類への奉仕は、ロータリーの礎であり、ロータリーの主な存在理由です。 

 ポリオ撲滅をはじめ「世界でよいことをする」ため、伝統を継承しましょう。 

 2016-2017年度第2660地区ガバナー方針 

 個人→社会 一方的行為に奉仕するのではなく、個人→社会→個人へと、自己の言動の成果を提供し、それが 

 個人に還元されるSERVICE(総合的行為の奉仕)が、ロータリーのサービス（奉仕）の理念である。 

・第2部 幹事・SAA部門協議会 

 SAAの役割、私語対策、お客様のおもてなし ニコニコボックスの収入は、主旨から考えて一般会計に入れるの

ではなく、奉仕活動費にあてるべきである。ガバナーの方針を聞いて奉仕を個人から社会へと自己犠牲にするの

ではなく、社会から成果を還元されるという一歩突っ込んだ考え方が印象に残りました。 

 

 小北英夫 会長 

 

三木彰(次)幹事 

 上山芳次会長ｴﾚｸﾄ 



○畠仲   聡 (次)クラブ奉仕委員長 

・本会議   ・部門別協議会 クラブ奉仕部門に参加 

 ＩＭ2組・3組は「クラブ活性化」をテーマにバズセッションの後、各グループより発表   

 ・感想 ― 幾つかの意見の中で、「クラブ歴の長い会員や役員経験者の活性化がまず必要」 

 言う意見があり改めて納得いたしました。   

 

○稲田義治 （次）職業奉仕委員長 

・地区における2016-17年度の活動方針発表    ・地区職業奉仕委員会 高杉副委員長に 

 よる講演感想 ― 本日の講演、地区での勉強会を通じて、自分自身が職業奉仕を理解、 

 実践できるよう努力し、加えて クラブに少しでも反映できるよう努めたいと感じました。 

 

○川島吉博 （次）社会奉仕委員長 

・財団補助金についての説明 

・地元クラブでの社会奉仕活動についての話し合い    ・IM3組、活動計画 

・クラブでの社会奉仕活動、発達支援ｾﾝﾀｰの子どもの遊具を寄付する、東北の商品を購入 
 

○原  正和 （次）青少年奉仕委員長 

・松本信也ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄからの次年度RI会長テーマ及び地区の方針についての説明 

・ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰの挨拶  （社）アジア支援機構代表の池間間哲郎氏の講演 ・部門別協議会のうち青少年奉仕部

門においてロータリーにおける青少年活動ローターアクト事業等について説明を受けた。次年度の地区の方針や

青少年奉仕事業について理解を深めることが出来て良かった。 

 

○源本将人 （次）国際奉仕委員長 

・国際奉仕部門会議 ①補助金について ②グローバル補助金を使用した国際奉仕事例発表 

・内容が非常に難しく補助金申請にはかなりハードルが高く思いました。また国際奉仕の補助金

については医療関係が多い様に思い専門的な知識が必要だと思います。 

 

○岩本昌治 （次）クラブ研修委員長 

･研修委員会に出席して例会のあり方、出席等の色々な意見がありましたが、意見を集約できた 

のはもう一度、基本に戻ってクラブの一員として各人の責任を自覚しお互いを尊敬し合えるクラ

ブにしようという事でした。今年度國田委員長がたくさんの事をきっちりされましたので、次年度

私はそれに少しだけ肉を付けて行きたいと思っています。命令するのではなく、楽しんでRC活動

に参加する心の研修を行っていくつもりです。次年度よろしくお願い致します。 

 

○田中商人 （次）ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長 

・2017年に迎えるロータリー財団１００周年へ向かって 現在の状況の説明 

・ポリオ撲滅の説明、財団への寄付の説明 

・前にくずはロータリーに来てくださった宮里唯子さんも元気な姿で頑張っておられました。財団へ寄付すれば3年

後にはその原資が返ってくるとも聞きました。前から二列目で寝ることもなく真剣に聞いてきました。ポリオ撲滅など

いろいろと知らなかった活動を聞くことができました。 

 

○久保    勉 （次）米山奨学委員長 

・米山奨学事業で展開される交流は、ﾛｰﾀﾘｱﾝと奨学生双方とが相互理解を深め、ひいては奨学生を日本のﾛｰﾀ 

 ﾘｰ活動の理解者・支援者として世界に飛び立たせる事を目指しています。本年度のﾃｰﾏは『共に学び・高まり合 

 おう！』双方が末永く協働してゆく基盤をつくるというｽﾀﾝｽで、本事業を進めることとします。 

・ロータリーは 世界と繋がっていると実感しました。 

畠仲聡（次）副会長 

岩本昌治（次）委員長 

稲田義治（次）委員長 

源本将人（次）委員長 



201６年 ４・５月 

日 月 火 水 木 金 土 

４/２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ 

  会長幹事会 18:00夜間例会        

ひらかた仙亭 

   

５/１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

  憲法記念日 みどりの日 子どもの日   

８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ 

   12:50例会        

定例理事会 

 地区職業奉仕

委員長会議 

大東RC20周年式典 

〒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 

   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） 

＊熊本を「いたん」で 

＊本日は例会にてPRをさせて頂く時間を頂きまして 

 有難うございました 

                藤原和彦 

 

         枚方RC 家高、白川       

ニコニコ箱 合計 \15, 000 累計 \932,010 

○本日の配布物 

①４月27日週報 

②新旧合同理事会のご案内 

○本日の回覧物 

・５月例会出欠予定表 

○地区行事等出席報告（敬称略） 

4/26 第3組会長幹事会             小北、米田 

○地区行事等出席予定（敬称略）          

5/12 次年度のための国際奉仕委員会勉強会    初木 

5/13 職業奉仕新旧委員長会議            林、稲田 

5/14 大東中央RC創立20周年記念式典   小北、米田  

5/21 規定審議会報告・IＭ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          原 

6/18 増強ｾﾐﾅｰ                   上山、日野 

6/23 本年度最終災害支援委員会            初木 

 

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 

URL:http://www.kuzuha-rc.jp/ 

または「くずはロータリークラブ」で検索！ 

（委員会引継書・事業計画書等あります） 

新旧合同理事会のお知らせ 

 

   ■日  時： 6月8日(水) 18時～  

   ■場  所： 大屋 

   ■出席者： 15-16年度理事会メンバー 

           16-17年度理事会メンバー 

第19９７回例会出席報告（４月２０日） 

総会員数 出席者 出席率 

59名 34名 60.71％ 

お客様   家高 健志 様(枚方RC)   

      白川 史人 様(枚方RAC） 

第1994回 例会補正後出席率 77.19％ 

   メーク 21名 欠席 13名  除外 2名 


