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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１９９９回 例会  於：くずはゴルフ場 

 

    ５月１８日（水） 

→21日(土)に変更  

 

次回の例会は 

 

５月２１日（土） 

１８：００～ 

ひらかた仙亭 

2000回記念例会 

 

 

５月２５日（水） 

くずはゴルフ場 

 

  １２：２０～例会開始 

 

 ・第4回会員研修会 

 ・被選理事会 

 ※お食事は 

  11:３0～ 

  ゴルフ場３Fレストラン 

５月 青少年奉仕月間 

例会プログラム   

・開会の点鐘 

・友情と親睦の握手 

・国歌斉唱 

・ロータリーソング 

  「奉仕の理想」 

・お客様紹介 

・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 

 白井博巳 会員 

・外部卓話「枚方市新規施策 

       ― 学校給食について ―」 

  枚方教育委員会 

  学校給食課長 前村卓志  様 

・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～(敬称略） 

 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 

 

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 

 

 

 

【５月 入会記念日】 

 宮田 明 会員 H 2．5． 9 

 嶋田愛親 会員 H21. 5. 13 

 

【５月 お誕生日】 

 駕田 毅 会員 S17. 5. 27 

 原 正和 会員 S51. 5.  5 

 木﨑信也 会員 S43. 5. 15 

 橘喜久夫 会員 S25. 5. 11 

 林 宏毅 会員 S39. 5.  3 

 白井博巳 会員 S42. 5. 16 

 柏本佳宏 会員 S50. 5. 14 

 川上和之 会員 S51. 5. 14 

おめでとうございます！ 

【2000回記念例会】 
 

 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 

                  東川浩之氏 

   ２部：食事会・懇親会 

 20:20 閉会 

  

  ※出欠のお返事はい今すぐ 

 事務局までお願いします  

 



松吉 冨美彦 新会員 

①５２才 

②平成自動車工業（株）代表取締役 

③枚方市田口4-47-8 

④寝屋川市香里南之町36-34-2101 

⑤自動車整備業 

⑥粟津直晶会員  林 宏毅会員 

山本 なをみ 新会員  

①５２才  

②幸福産業(株)ひらかた仙亭 女将 

③枚方市大垣内町1-1-20 

④寝屋川市上神田1-49-29 

⑤料理店（和） 

⑥源本将人会員  林 宏毅会員 

「会長の時間」 
 

 皆さん、こんばんは。明日4月28日は日本のロータリーの創始者、日本ロータリーの父と称されている米山梅吉氏

の命日です。  

 いまから148年前の1868年明治元年に和田家の三男として生まれました。19才のとき、米山家に養子として入籍

し 同年渡米。学問を修め1895年帰国した後、三井銀行に入行されました。その後1918年大正７年渡米時にロー

タリークラブと出合い、2年後の1920年10月に世界で855番目、日本初のロータリークラブ東京ＲＣを創立し、初代

会長に就任しました。これが、日本のロータリークラブの第一歩となります。  

 ちなみに 幹事はアメリカのロータリクラブに入会していました日本人第１号のロータリアンで、大阪RC創設者でも

ある福島喜三次氏です。  

 米山梅吉氏は国際ロータリーのスペシャル・コミッショナー、また日本人初の国際ロータリーの理事、ガバナーな

どを歴任し、1946年4月28日、78才で静岡県東部にある長泉町にて逝去しました。 

 東京ＲＣは彼の功績を記念し、1952年私が生まれた昭和27年に日本で学ぶ外国人留学生に対して支援を行う

「米山奨学制度」 現在の「ロータリー米山記念奨学会」を構想しました。 本日は、日本のロータリーの父、米山梅

吉氏の命日が明日でありますのでお話をさせて頂きました。 

 さて、昨日26日は３組の会長・幹事会があり、米田幹事とともに出席して参りました。内容は、2660地区IMの再編

成についてでした。現在2660地区内にIMは8組ありますが、それを6組に再編成するというものであります。我がクラ

ブが入っている3組は現在11クラブですが、あと4クラブを追加して15クラブにするというものです。 

 ３組11クラブのロータリアンは約350名ですが、2018～19年度には大阪東RC・大阪城東RC・大阪城北RC・大阪

鶴見RCの4クラブ約250名が参加して600名の３組になる予定です。一番人数の多いクラブは大阪東RCの120名、

その次が我がクラブとなります。 また、いろいろとわかり次第お話させて頂きます。 

 最後に、本日は新しい仲間が増えました。田口で平成自動車工業を営んでおられます松吉冨美彦会員、ここ仙

亭の女将山本なをみ会員でございます。後ほど入会式を致しますが、お2人とも一緒に頑張りましょう。これで本年

度は14名の増強となり、会員総数は61名となりました。源本増強委員長はじめ皆さんには心から御礼申し上げま

す。ありがとうございました。 
 

 

 

 

 

「入会式」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
①年 齢  ②事業所  ③事業所所在地  ④自宅  ⑤職業分類  ⑥推薦者 



「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 

 

 

 

 

＊結成の経緯 

自殺未遂を繰り返す子、リストカットやオーバードラッグに苦しむ子、不登校の子、引きこもりに悩む子、進路などで

行き詰っている障がい児・者、貧困の中で苦しんでいる子や家族の支援を学校と地域と行政をつなぐ取り組みの

必要性を痛感。中学校教諭を辞し、非常勤嘱託となって時間を作り、卒業生たちとともに居場所としての「みんなで

つくる学校とれぶりんか」を立ち上げることとなった。 

＊活動目的 

生きづらさを抱える子どもや若者たちの居場所づくりと社会復帰へのさまざまな形を模索。 

＊活動状況 

牧野小学校23回/年、高陵小学校16回/年開催 

バトミントン、バスケットボール、ソフトボール、サッカー等の教室、理科教室、クラフト教室、クリスマス会、ダンス教

室、演劇教室、マンガ・イラスト教室など 

 

 

○個 人 賞 

「みんなの里０円子ども食堂」  

 代表 梅原知子 様   

 

 

 

 

＊結成の経緯 

代表者の梅原を中心として元々保育園を利用していた保護者の中から数名が「子どもの孤食が気になる」「家庭の

中で子どもと二人きり。孤独を感じる」といた声を受け、何か自分たちにできることはないかと考え「0円食堂」を発足

した。 

＊活動目的 

中学生までの子どもに対し0円で手作りの食事を呈提供する。一緒に食事をすることで顔見知りになり地域の中で

ゆるやかなつながりを作る。 

＊活動状況 

平成27年10月より毎週金曜日の午後5時から8時過ぎまで開催しています。利用者は毎週平均30名ほど。運営は

すべてボランティアで行っています。ボランティア登録数は20～30名。当日の運営は４～６名程度。 

食材は地域商店や個人の方からの寄付が8割程度。高校生以上の方からは協力金として500円を頂く場合あり。 



201６年 ５月 

日 月 火 水 木 金 土 

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 

１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ 

   →21日変更   規定審議報告IM編成会議 

2000回記念例会       

１８時～ひらかた仙亭  

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ 

   12:20～例会          

被選理事会 

 ゴルフコンペ

於：ｻﾞ･ｻｲﾌﾟﾚｽ 

全国RC軟式野球大会    

甲子園 

〒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 合計 \0 累計 \932,010 

○本日の配布物 

①5月11日週報 

②ロータリーの友5月号 

○本日の回覧物 

①5月例会出欠予定表 

②ガバナー月信5月号 

○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 

 

 

ロータリーレート  

５月 １＄＝１１０円 

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19９8回夜間例会出席報告（４月２7日） 

総会員数 出席者 出席率 

61名 35名 66.04％ 

第1995回 例会補正後出席率 73.68％ 

   メーク 12名 欠席 15名  除外 2名 


