
例会プログラム   

・７:20 例会場集合 

・社会奉仕委員長挨拶 

 ― 移動（ 樟葉駅前） ― 

・春の交通安全啓発活動 

 （絆創膏・ティッシュ配布） 

 ―移動（くずはｺﾞﾙﾌ場）― 

・開会の点鐘 

・友情と親睦の握手 

・国家斉唱 

・ロータリーソング 

  「奉仕の理想」 

・お客様紹介 

 ―お食事・歓談― 

・会長の時間 

・ご挨拶 

 枚方警察署交通課 

  課長 中畑 裕文 様 

 枚方警察署交通課 

  係長 田畑 義夫 様 

 （一社）枚方交野交通安全協会 

  専務理事 西田 一芳 様 

・幹事報告 

・委員会報告 出席状況報告ほか 

・その他  ニコニコBOX報告 

・8:30 閉会の点鐘  
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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１９９５回 早朝例会  於：くずはゴルフ場 

次回の例会は 

 

4月１３日（水）  

例会 12:50～ 

新旧ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問  

＊3分間スピーチ  

  原 正和 会員 

＊新旧クラブ協議会 

 ＜各奉仕部門事業報告＞  

・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 

・国際奉仕  木﨑信也 理事 

・SAA     稲田義治 SAA 

 ＜地区委員報告＞ 

・災害支援 初木賢司地区委員 

・社会奉仕 木﨑信也地区委員 

・職業奉仕 林 宏毅地区委員 

本日の歌♪ 

「奉仕の理想」 
 

奉仕の理想に 

集いし友よ 

 御国に 

捧げん我等の業 

望むは世界の 

久遠の平和 

 めぐる歯車 

いや輝きて 

永久に栄えよ 

 我等のロータリー 

4月 母子の健康月間 

 

 

 

【４月 入会記念日】 

今中七郎会員 S４９．４．１５ 

上山芳次会員 H１０．４．１５  

 

【４月 お誕生日】 

原田武夫会員 S２１．４． ９ 

粟津直晶会員 S３８．４．１７  

田代ミチル会員 S４４．４．１６ 

長友克由会員 S５０．４．２５ 

おめでとうございます！ 

 

 

 

本日のお客様 

枚方警察署 交通課 

 課長 中畑裕文 様 

枚方警察署 交通課 

 係長 田畑義夫 様 

(一社）枚方交野交通安全協会 

 専務理事 西田一芳 様  



 3月30日例会 「会長の時間」 
 

みなさんこんにちは。 

「仲間と共に」というテーマでスタートしましたが、先週土曜日の３組ロータリーデーにはたくさ

んの仲間に参加していただき誠にありがとうございました。クラブ紹介で「くずはロータリークラ

ブの皆さんです」と全員立ち上がった時はすごくうれしかったです。 

 講演では少しウトウトしてしまい慌てて後ろを見ると、田中商人会員が真似の出来ないよう

な顔で寝ておられたので声を出して笑ってしまい、講師の先生にこちらを見られてしまいまし

た。 

 後ろの席の源本委員長に「こんなにたくさん、くずはの会員に残ってもらいうれしい」と言いますと「みんな会長の

挨拶の為に残っているんですよ」とグッとくるような言葉を掛けてもらいました。 

 それからいつもあまりあがらないのですが急にドキドキしてしっかりと挨拶が出来たのか覚えていません。 

 懇親会でも各クラブの会長から「来年の3組ロータリーデーを楽しみにしています」と言われました。 

 早速、本日木曽路で第１回のロータリーデー実行委員会があります。何事も始めが肝心です。よろしくお願いい

たします。 

 またその後、ロータリーデーの翌年ガバナー補佐をされます宮田さんを講師として会員研修会もございますので

よろしくお願いいたします。 

 最後に、昨日行われました献血活動に平日のお忙しい中、たくさんの方にご出席いただきましてありがとうござい

ました。以上で会長の時間を終わります。 

 

 

「3分間スピーチ」 川上 和之 会員 

 

 

 こんにちは。 

枚方市出身、39歳独身の川上和之です。私は、地元の楠葉北小学校、楠葉中学校を卒業

し、本来なら牧野高校に進学予定でしたが、偏差値が足りず進学できませんでした。幸い小

学校からサッカーをしていましたので、サッカー推薦で福井県敦賀市にある全寮制の高等学

校に進学致しました。 

 憧れていた高校生活とはかけ離れた高校生活でしたが、地元の学校では学べない規律や

団体行動などを学び、生涯の仲間とも出会いました。 

 高校を卒業後は、社会とかけ離れた生活を行っていましたのでいろいろな会社に勤め、社

会勉強をしました。 

 現在は、枚方市に戻り不動産会社を生業にしております。仲介をメインに、テナントなど事業用店舗・工場の賃貸

仲介をしております。 

 地元に戻り6年になりますが、不動産の仕事を通し色々な方との出会いが増え、お話を聞くことができるようになっ

てきました。くずはロータリークラブも、人との出会いがきっかけで入会する事が出来ました。ロータリークラブの諸

先輩方のお話を聞くことも、今では楽しみの一つになっています。 

 『謙虚な気持ちと感謝の気持ちを忘れずに！！』を、心がけて日々生活しております。 

 これからも、謙虚な気持ちと感謝の気持ち、そして奉仕の気持ちを心がけて日々成長できればと思います。 

  

小北英夫 会長 

 

 

川上和之 会員 



出席者：  吾郷、粟津、原田、畠仲、林、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 

(敬称略） 宮田、森岡、長村、長友、中野、大橋、岡山、瀬川、多田、橘、髙島、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   40名     

 3月30日(水) 「第3回会員研修会」 

 

 

 

 

4月2日（土）「春季家族例会」 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 春爛漫 宝塚歌劇 観劇  ― 

 ４月２日（土）春季家族例会に、会員と家族の皆様総勢３４名で宝塚歌劇を観劇に参りました。当日は、桜が満

開で、しかも晴天。花見客で道路が渋滞するハプニングはありましたが、時間どおりに宝塚ホテルに到着。例会

を行い、豊富なメニューのランチバイキングを楽しんだ後、宝塚歌劇場に移動して観劇しました。観劇後の意見

としては、「おはようございます」「とても迫力があって良かった」「楽しかった」「みんな同じに見えた」等様々でし

た(*^_^*)ともあれ、一糸乱れぬラインダンスや迫力のある歌声は流石で、身を乗り出してみておられた参加者の

方もおられ、非日常のステージを楽しんでもらえたのではないかと思います(#^.^#) 

ご参加いただきましたみなさま、ありがとうございました。                 親睦委員長 川島吉博 

 3月30日（水）午後6時より木曽路枚方店にて第3回会員研修会が開催されました。宮田歴代会長（17-18年度第3組ｶﾞﾊﾞ

ﾅｰ補佐）よりIM編成など地区の動きや今後のクラブのあり方について講話を頂きました。その後、上山会長ｴﾚｸﾄの乾杯で

お食事と歓談が始まり、和気藹々とした雰囲気の中で親睦が深められました。 



201６年 ４月 

日 月 火 水 木 金 土 

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 

１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ 

   １２：５０例会    

〒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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   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） 

＊退院お祝ありがとうございました 

＊久しぶりに出席致しましてすぐに卓話させて頂きました 

 

＊ｽﾋﾟｰﾁを聴いて頂きありがとうございました  

      山中  卓   

            

      山中  卓 

      川上和之   

ニコニコ箱 合計 \23, 000 累計 \902,010 

○本日の配布物 

①4月6日週報 

②ロータリーの友4月号 

○本日の回覧物 

①ガバナー月信4月号 

②2015枚方フェスティバル冊子 

○地区行事等出席報告（敬称略） 

3/30 会員研修会 吾郷、粟津、原田、畠仲、林、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、橘、髙島、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 

4/5 秋の交通安全啓発活動パレード 初木、今平、駕田   

 北村、小北、源本、白井、髙島、上山、山口尚志、米田 

○地区行事等出席予定（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 

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      

ロータリーレート  

4月 １＄＝１１６円 

第19９3回 例会出席報告（３月30日） 

総会員数 出席者 出席率 

59名 32名 57.14％ 

第1990回 例会補正後出席率 81.03％ 

   メーク 5名 欠席 11名  除外 1名 

第19９4回春季家族例会出席報告（４月２日） 

総会員数 出席者 出席率 

59名 23名 41.82％ 

      参加ご家族 11名 

第1991回 例会補正後出席率 75.44％ 

   メーク 6名 欠席 14名  除外 2名 


