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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２０００回 記念例会   
於：ひらかた仙亭 

例 会 プ ロ グ ラ ム 

次回の例会は 

 

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～ 

 ｺﾞﾙﾌ場３Fレストラン 

 

６月１日（水） 

くずはゴルフ場  

   ＊11:00～   

  長期計画委員会   

   １２：５０～例会開始 

 ＊新旧合同委員会 

 ＊3分間スピーチ 

  久保勉 会員 

 ＊13:35～ 

  定例理事会 

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 

・開  会                              司会 ＳＡＡ 稲田義治         

・開会点鐘                                会 長 小北英夫      

・国歌斉唱                                全 員              

・ロータリーソング［奉仕の理想］         

・物故会員への黙祷                           全 員 

・本日のお客様                                                            親 睦 

・会長の時間                               会 長 小北英夫          

・幹事報告                                 幹 事 米田  勉 

・委員会報告  

・出席報告 家族紹介                 クラブ奉仕副委員長 畠仲  聡 

・歴代会長紹介                                     会 長 小北英夫 

・歴代会長代表挨拶                     歴代会長代表 今中七郎        

・記念品贈呈チャーターメンバー 今中歴代会長/会員全員へ 

・講師紹介並びに趣旨説明                     副会長 山口尚志          

・講話「これからの外食産業」            

    がんこフーズ株式会社 代表取締役社長 東川浩之 様 

・謝 辞                     2017-18年度ガバナー補佐 宮田  明    

・閉  会                                                   ＳＡＡ 稲田義治 

・閉会点鐘                                会 長 小北英夫  

                   ― 休  憩 ― 

・食事と歓談                        司会 稲田義治/大橋智洋 

・開食の辞 

・開食の挨拶・乾杯                                     直前会長 原田武夫 

・新会員紹介                         会員増強委員長 源本将人 

・野球同好会＆会員 勝利祈念                       野球同好会 日野守之 

・万歳三唱                                 幹 事 米田 勉 

・ロータリーソング「手に手つないで」 

・おひらきの辞                                会長エレクト 上山芳次    

・記念撮影                                              全 員 



 

 
 

 

 

 



 

５月11日(水）例会 

 

〇会長の時間 

 皆さんこんにちは。本日は1999回の例会になり、橘会員66歳の誕生日ですし、来週

21日土曜日は記念すべきくずはロータリークラブ2000回目の例会になります。仲間と

共にお祝いをしたいと思います。 

 熊本地区の震災で義捐金をどうするか考えていたところ、2660地区からの要請で、

2720地区熊本大分に会費から10万円、ニコボックスから20万円を理事会で承認頂き、

合計30万円を義捐金として送金しました。１日でも早く元気になっていただきたいと思

います。 

 本年度もあと２ヵ月となりましたが、今月は青少年奉仕月間です。我がクラブの青少年奉仕は未来ある青少年に

夢と希望を与え、責任と自覚を与えるとして、「くずはロータリークラブ杯枚方少年野球ジュニア大会、北河内柔道

大会、日本ボーイスカウト枚方17団を支援し、本年度は枚方市留守家庭児童会に百科事典を100冊寄贈するなど

様々な取り組みをしています。 

 本日の卓話は食育にも関係します「学校給食について」枚方市教育委員会学校給食課長の前村卓志様にお話

をして頂きます。後程よろしくお願い致します。これで本日の会長の時間を終わります。 

 

〇本日の卓話「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 課長 前村卓志 様 

  
 ＊中学校給食実施に向けての取り組み 

 ＊平成28年4月より枚方市内中学校給食一斉にスタート 

 ＊選択制・共同調理場ランチボックス方式 

 ＊調理の概要・給食費について 

  

 

〇記念品贈呈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     入会記念日祝 宮田 明 会員     お誕生日祝 駕田 毅 会員      お誕生日祝 木﨑信也 会員 

 小北英夫 会長 

     お誕生日祝 林 宏毅 会員      お誕生日祝 白井博巳 会員      お誕生日祝 川上和之 会員     

  前村卓志 様 



201６年 ５・６月 

日 月 火 水 木 金 土 

５／１５ 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 

２９ ３０ ３１ ６／１ ２ ３ ４ 

   １２：５０～例会       

定例理事会                 

長期計画委員会 

   

〒573-1121大阪府枚方市楠葉花園町14-2 
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ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊娘の結婚式を無事終えた喜びに 

＊2000回記念例会を祝して  

＊前回例会欠席のお詫びに 

＊誕生祝をいただいて 

＊入会記念の喜びに 

＊自分の誕生日祝いに 

＊先日3人目の孫が生まれました 

小北英夫 

森岡順一 

國田欣吾 

駕田  毅 

宮田  明 

木﨑信也 

山本なをみ 

ニコニコ箱 合計 \73,000 累計 \1,005,010 

○本日の配布物 

・5月21日週報 

○本日の回覧物 

・６月例会出欠予定表 

○地区行事等出席報告（敬称略）  

5/12 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  

○地区行事等出席予定（敬称略）          

6/18 増強ｾﾐﾅｰ               上山、日野、源本 

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 

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 

   ■会 費：  ５，０００円 

   ■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19９９回夜間例会出席報告（５月11日） 

総会員数 出席者 出席率 

61名 38名 65.52％ 

お客様 前村卓志 様  

第1996回 例会補正後出席率 74.14％ 

   メーク 5名 欠席 15名  除外 1名 


