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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２００２回 例会  於：くずはゴルフ場 

６月 ロータリー親睦活動月間 

例会プログラム   

 

・開会の点鐘 

・友情と親睦の握手 

・国歌斉唱 

・本日のロータリーソング 

  「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 

 

・「クラブフォーラム」 

 新旧合同委員会（引継会） 

・その他  ニコニコBOX報告 

・閉会の点鐘  

・本日の会合（敬称略） 

＜長期計画委員会＞ 11:00～ 

 岩本、髙島、山中、山口伊太郎 

 山口尚志 

 

 ＜定例理事会＞13:35～  

 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、三木 

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 

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 

■出席予定者（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、畠仲 

  三木、田中一眞、白井、中野 

  髙島、駕田、國田     

 

 

 

【６月 入会記念日】 

 白井博巳会員 H 24．6． 6 

 

【６月 お誕生日】 

 藤原和彦会員 S 9. 6. 15 

 森岡順一会員 S49. 6. 17 

 今平健一会員 S49. 6. 15 

 長村修治会員 S50．6. 27 

おめでとうございます！ 

次回の例会は 

  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 

 ＊13:35～被選理事会 

 ＊18:00～新旧合同理事会 

  於:大屋 

  

  ６月15日（水） 

  定款により休会 

 

  ６月22日（水） 

  くずはゴルフ場 

 １２：５０～例会開始 

 ＊新会員自己紹介 

   松吉冨美彦会員 

   山本なをみ会員 

 ＊3分間スピーチ 

   日野守之会員 

 ＊13:35～ｺﾞﾙﾌ同好会総会 



「会長の時間」 
 

 皆さんこんにちは。21日の2000回記念例会には、たくさんのご出席を頂きありがとうござ 

いました。おかげ様で思い出に残る例会となり、心より感謝しております。 

 そして本日は第2001回の例会にふさわしく、これからくずはロータリークラブが進む道の 

参考にするため、第４回目の研修会を國田委員長に企画していただきました。 

 國田委員長はじめ委員会の皆さんには、一年間を通して最初から最後まで、研修という 

重要なテーマに一生懸命取り組んでいただき、経験豊かな会員から新入会員、全ての会 

員に知識や刺激を与えていただきました。そして、本日は各テーブルに分かれてのテーブ 

ルディスカッションです。様々な意見を述べていただき、意義深い研修になればと思いま 

す。 

 どうぞよろしくお願いいたしまして、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。 
 

 

 

 

「第4回会員研修会」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    テーブルリーダー 駕田   書記・発表者 宮田 

 

 北村：会長経験者として、当クラブにまだまだ協力して行く事が多くあるので、率先して 

     協力して行く。 

 北川：奉仕を育てて行く事を進めて行く事。新しい会員の意見をもっと聞いて、もっと 

     良いクラブにしていきたい。 

 高島：当クラブの奉仕活動も、地域に認知されている事業も、多くある。献血事業→牧野 

    地区、モンペ座への支援→ 交通安全協会、各校区への支援など。立派な奉仕活 

    動であり、継続して行く事が大事と考える。 

  岩本：会員個々の人的な魅力をもっと発揮するような運営を心掛ける事。例会を楽しく 

                   過ごせることが何より、例会日になると元気になるなど新しい会員に古い会員がしっ 

     かりとした後姿をみて貰えるようにしたい。会員同士の人格を認めあって仲間意識を持つ事が大切と思う。 

     RCにくれば楽しい仲間が、友人がいるという時間、空間が大切と考える。一人で出来ない事を全員でと言 

     う考えを基に全員参加で楽しく。年齢を重ねてわかることも沢山あるので、この様な事を新しい会員に伝え 

     て行きたい。 

  今中：先日の2000回例会の内容は、今までなかったような楽しいものであった－新しい会員の力が頼もしい。 

      会員数も多くなり、クラブの力も充実しているように感じる。近い将来にガバナー輩出の機会が出てくると 

      思うがその時にクラブとしてそれを受けて行けるのか、その力があるのかを考える時が来ているように思う。 

  藤原：今仲会員の言っているように、クラブの総合的は力量を考える時が来ると思う。 

      長期欠席会員の欠席理由を調査してほしい。 

  原田：くずはクラブは、いい仲間が多くいる、ロータリーに入る事で良き友人が出来る、全世界に行ってもロータ 

      リーバッチで、世界の人々と友人になれる事を大切にする事。枚方には奉仕活動をしている団体はおお 

     よそ、400から500あるとおもうので、この様な団体にもロータリーとして援助すべきと思う。 

  小北：本年は早朝例会・夜間例会と様々な例会をし、クラブの活性化を目指しました。交通安全対策事業への 

     参加にしても多くの会員に参加して頂き、地域の方にも会員自身にもより良き活動が出来たと思います。 

     もっと、地域の方々にも、ロータリー会員の魅力などを啓蒙して行きたい。 

 小北英夫 会長 

 

 宮田 明 会員 



 Ｂテーブル 幹事・ＳＡＡ経験者    テーブルリーダー 畠仲  書記・発表者  源本 

 

①くずはロータリークラブの魅力について 

・30歳台の若い世代から90歳台のベテラン会員まで幅広い世代が会員に在籍。 

・最近は若い世代の会員が増加しており、組織が活性化している 

・人と人との繋がりが良好で、一致団結する組織力、実行力のあるクラブ 

・クラブ活動以外でも、各種同好会が充実している 

・クラブ会員の魅力とリーダーシップで人が集まって来ている、今後も各会員が努力してよ 

 り良い活動を目指す 

②地域密着の奉仕活動とは何か、将来に向けての展望 

・事業を継続することが重要ではあるが、年度毎に地元のニーズを最初に調査し活動の質を高める 

 

Ｃテーブル Ｒ歴2年以上会員    テーブルリーダー 上山  書記・発表者  田中一眞 

 

・様々な世代の方が入会しているので勉強ができる 

・最初は堅苦しいかなと思っていたけど家族ぐるみでとても親近感がある 

・同好会とかが多くもっと仲間を引っ張って活性化していきたい 

・野球同好会がある 

（地域密着の奉仕活動） 

・ユニバーサルロータリークラブさんは身障者さんを中心にＵＳＪに同行して家族ぐるみで 

 奉仕している。こういったようなことなどをみなで意見を出し合って行こう 

 

Ｄテーブル Ｒ歴2年未満会員    テーブルリーダー 森岡  書記・発表者  長友 

 

  ・繋がりが増えた 

  ・50代、60代、70代色々な年代とつながりが出来た 

  ・昼間の会合なのでメリハリがきく 

  ・仕事の紹介に重みがある 

  ・年代の壁を感じる （もっと打ち解けたい、温泉に行きたい） 

  ・地域密着活動（献血・交通安全だけ？） 

  ・熊本地震（寄付金30万円）寄付以外の何か？ 

  ・ステータス 

  ・地域密着、地域に認知されているか？ 

 

 田中一眞 会員 

 長友克由 会員 

 源本将人 会員 



201６年 ５・６月 

日 月 火 水 木 金 土 

５／２９ 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 

   

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ 

   定款により休会   増強ｾﾐﾅｰ 

〒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） 

＊第2001回例会の出発を祝して        北村  隆 

＊最終の研修会を無事終えて          岩本昌治 

ニコニコ箱 合計 \22,000 累計 \1,107,010 

○本日の配布物 

①６月１日週報 

②ロータリーの友6月号 

○本日の回覧物 

・ガバナー月信6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、源本 

6/23 本年度最終災害支援委員会            初木 

○メークアップ（敬称略） 

粟津直晶 会員  5/31  枚方ＲＣ 

ロータリーレート  

６月 １＄＝１１０円 

第2001回例会出席報告（５月２５日） 

総会員数 出席者 出席率 

61名 29名 50.88％ 

第1998回 例会補正後出席率 75.44％ 

   メーク 8名 欠席 14名  除外 4名 

＜結果＞(敬称略)       ｱｳﾄ ｲﾝ ｸﾞﾛｽ HDCP  NET 

 優勝 岩本昌治 会員   39  55   94  20.4   73.6      

 ２ 位  稲田義治  会員    45    47  92  16.8  75.2  

 ３ 位  柏本佳宏 会員    47    45  92   16.8  75.2 

ＢＧ賞 川上和之 会員    46    44   90  13.2   76.8 

   

ゴルフ同好会コンペ報告 

  

2016年5月27日(金) 於:ｻﾞ･ｻｲﾌﾟﾚｽｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 

 

野球同好会 全国RC野球大会   

2016年５月２8日(土） 於：阪神甲子園球場 

 

 

  白河西ＲＣ（福島県）との戦いは12-10で勝利しました！ 


