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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２００１回 例会  於：くずはゴルフ場 

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 

・本日の歌 

  「大牧場はみどり」 

・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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・クラブフォーラム第4回会員研修会 

12:30～開会 

  主旨説明 國田委員長 

  テーブルディスカッション 

  ﾃｰﾏ 「くずはロータリークラブの魅力」 

  ｻﾌﾞﾃｰﾏ 「地域密着の奉仕活動とは」 

    Ａテーブル（会長経験者） 

    Bテーブル（幹事・ＳＡＡ経験者） 

    Ｃテーブル（２年以上）  

    Ｄテーブル（２年未満）    

13:00～発表 

 各テーブルより代表（4分～5分） 

  総評   上山 次年度会長    

  御礼   岩本 副委員長  

13:25～閉会   

・その他  ニコニコBOX報告 

・閉会の点鐘  

・本日の会合 

＜被選理事会＞ 13:35～(敬称略） 

  上山、小北、畠仲、山口尚志、三木 

 田中一眞、髙島、川島、 源本、原 

 稲田、白井、中野 

本日の歌♪ 

「大牧場はみどり」 

おお牧場はみどり  

草の海 風が吹く 

  おお牧場はみどり  

よく茂ったものだ（ホイ） 

   雪が解けて  

川となって 山を下り 

谷を走る 野をよこぎり  

畑をうるおし 

   よびかけるよ  

わたしに（ホイ） 

次回の例会は 

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 

 

  ６月８日（水） 

  くずはゴルフ場 

 １２：５０～例会開始 

 ＊卓話 上山会長ｴﾚｸﾄ 

 ＊3分間スピーチ 

  瀬川裕一 会員 

 ＊被選理事会 

 ＊18:00～新旧合同理事会 



 
 

「会長の時間」 

 皆さんこんばんは。今から42年前の1974年（昭和49年）、元陸軍少尉小野田寛郎さんが

ルバング島で発見され帰還した年、あの長嶋茂雄が「我が巨人軍は永久に不滅です」と

言って引退した年、20人の仲間が集まりくずはロータリークラブが誕生しました。徳田正也

会長のもと、５月30日に第１回例会が開催されました。 

 それから一回一回の例会を重ね、42年の月日が経ち、今ここに2000回の記念すべき例

会を仲間と共に祝えることとなりました。さらに第１回から本日の2000回まで、我がくずは

ロータリークラブを見守ってきていただいた方がこの会場におられます。誇りを持ってご紹

介させていただきます。第9代会長をされました今中七郎大先輩です。皆さん、盛大な拍

手をお願い致します。これからもお身体にご留意され、ご指導のほどよろしくお願い致します。 

 また、この記念すべき例会に飲食業界の雄、がんこフードサービス㈱代表取締役東川浩之様にご講話をいただ

きます。東川様、どうぞよろしくお願い致します。 

 そして、我々のこの例会を通過点に、これから3000回4000回5000回そして175年後には10000回例会と、私達は

おりませんが、我々くずはロータリークラブの子孫が「くずは魂」を受け継ぎ、10000回の例会を盛大に祝ってくれる

ものと信じております。「我がくずはロータリークラブは永久に不滅です」本日の会長の時間を終わります。ありがとう

ございました。 

 

「歴代会長紹介」「歴代会長代表挨拶」 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

講演「これからの外食産業」がんこフードサービス㈱東川浩之様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小北英夫 会長 

    歴代会長代表ご挨拶 今中七郎 歴代会長               小北会長より今中歴代会長へ記念品贈呈 

 

The 2000  tth Memorial     Regular meetings     2016.5.21   

      東川浩之氏              宮田G補佐ﾉﾐﾆｰ謝辞 記念品贈呈  



 

 

 

 

「新会員紹介」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

「野球同好会 勝利祈念」 

The 2000  tth Memorial     Regular meetings     2016.5.21   

          15－16年度入会された1０名の新会員皆様 

くずはRC歌姫田代ミチル会員による河内音頭くずはジャズバージョンが披露されました 

河内音頭のメロディに山中卓会員・奥様方の踊りも加わり和やかなひと時となりました 

  米田勉幹事の万歳三唱！ 

最後は参加者全員で記念撮影 

今年度は14名の新会員がくずはRCに入会されました。 

 

右から 

吾郷泰廣会員、柏本佳宏会員、川上和之会員 

大橋智洋会員、田代ミチル会員、田中商人会員 

養老孝雄会員、長友克由会員、長村修治会員 

山本なをみ会員       

 

 



201６年 ５・６月 

日 月 火 水 木 金 土 

５／２２ 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 

   

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ 

   １２：５０～例会      

被選理事会        

新旧合同理事会 

   

〒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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ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊2000回記念例会を祝して           吾郷泰廣  

＊祝2000回記念例会                               駕田  毅 

＊第2000回記念例会を迎え出席した喜びに 髙島叔孝 

＊2000回記念例会を祝して            北川順清 

＊2000回記念例会を祝して           三木  彰 

＊2000回記念例会を祝して           初木賢司 

＊2000回例会に感動                日野守之 

＊2000回例会を記念して             瀬川裕一 

＊誕生日プレゼントありがとうございます        川上和之 

＊2000回例会をたくさんの仲間と共に祝う事が 

 できた喜びに                   小北英夫 

ニコニコ箱 合計 \80,000 累計 \1,085,010 

○本日の配布物 

①5月25日週報 

②16-17年度委員会構成表 

③「七つ星歩こう会」ウォーキングへのお誘い 

○本日の回覧物 

①６月例会出欠予定表 

②ＲＩＰ5月号 

○地区行事等出席予定（敬称略）          

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2000回例会出席報告（５月２１日） 

総会員数 出席者 出席率 

61名 49名 81.67％ 

第1997回 例会補正後出席率 70.18％ 

   メーク 6名 欠席 17名  除外 2名 


