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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２００４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 

・本日の歌 

  「ふるさと」 

・お客様紹介 

・会長の時間 

・入会式 

  安福克也 新会員 

・幹事報告 

・委員会報告  

 出席状況報告ほか 

・3分間スピーチ 

  瀬川裕一 会員 

・卓話 「新会員自己紹介」 

 松吉冨美彦 会員 

 安福克也   会員 

・その他  ニコニコBOX報告 

・閉会の点鐘  

・本日の会合（敬称略） 

 ＜新会員ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ＞ 

 國田、小北、松吉、安福 

  

＜ゴルフ同好会総会＞ 

粟津、藤原、原田、初木、日野、岩本 

駕田、片桐、北川、木﨑、小林、小北 

國田、源本、宮田、森川、中野、岡山 

高島、上山、山口伊太郎、山中、米田 

若林、吾郷、稲田、柿丸、森岡、川上 

田中商人、長友、長村、養老、柏本  

本日の歌♪ 

「ふるさと」 
 

志を果たして 

いつの日にか  

帰らん 

山はあおき 

ふるさと 

水は清き 

ふるさと 

 

次週６月29日（水） 

の例会は 

２０１５－１６年度 最終例会となります。 

18時～20時までひらかた仙亭で開催 

   次回の例会は 

６月29日（水） 

15-16年度最終例会 

18:00～20:00 

於：ひらかた仙亭２F 

 

7月6日(水) 

16-17年度初例会 

12:30～13:30 

於：ひらかた仙亭２F 

 ・新役員挨拶 

  会長、副会長、幹事、SAA 

 ・プログラム発表 

 ・第１回定例理事会 

      及びクラブ協議会 

  

７月13日（水） 

12:50～13:30 

於：くずはゴルフ場３F 

 ・新理事挨拶 

 ・ﾛｰﾀﾘｰﾃﾞｰ実行委員会 



「会長の時間」 

 

 皆さんこんにちは。 先月の韓国ソウルで開かれたロータリー国際大会で、ロータリー財

団創設100周年の祝賀の幕が開かれました。  

 ロータリー財団は、1917年ロータリー大会でアーチ・フランク会長が世界で良い事をしよ

うと国際大会で呼びかけ、26ドル50セントから始まりました。100年たった今では、30億ドル

もの資金を人道支援に投入しています。 

 創設当初は、身体障がいの子ども達のために使われていましたが、1985年に、はやくか

らポリオ(骨髄性小児麻痺)の惨状に関心を寄せていた東京麹町ロータリークラブ世界社

会奉仕委員長の山田彝（やまだつね）さん、同じく委員の峰英二さんがポリオ撲滅プロ

ジェクトを提唱しました。お2人は自ら南インドに出向き、ポリオに苦しむ子ども達の調査を

2回にわたり行い、そしてその状況をクラブに報告、クラブがポリオ撲滅活動の必要性を訴え、地区を動かし、世界

のロータリーアンを動かして、国際ロータリーの大きなプロジェクト『ポリオを撲滅させるロータリーの活動―ポリオプ

ラス』に発展しました。皆さんご存知のビルゲイツもこのプロジェクトに賛同し多額の寄付をしてくれています。 

 このようにロータリーのプロジェクトはどれも小さなアイデアから生まれ、ロータリーアンの力で、おおきなプロジェク

トに成長し、後少しでポリオエンドを迎えようとしています。 財団100周年の今年、このような偉大な日本人のロータ

リアンがいたことを皆さんに覚えておいて頂きたくお話させて頂きました。  

 本年度もいよいよ大詰めとなりましたが、本日の卓話では次年度の上山会長や幹事・ＳＡＡより次年度へ向けて

の抱負や色々なお話が聞けるものと思います。被選理事会も順調に開催され、準備万端といったところです。 

 本日の会長の時間はこれで終わります。ありがとうございました。 

 

 

 

卓話「ふくしのまちづくり計画」上山芳次 会長エレクト 

 

 

 

 

 校区ふくしのまちづくり計画は、枚方市が策定する「地域福祉計画」と、枚方市社会福祉

協議会が策定する「地域祉活動計画」の下部計画として、地域での窓口となる校区福祉

委員会が策定する行動指針です。 

 殿二校区では平成18年に第１次、平成２３年に第２次の５ヵ年計画で策定。 

 第１次計画 ― 「人と人とのつながり 安全安心のまちづくり」 

           〇活動の原点は 「人」 

           〇大事なことは  「つながり」 

           〇目指すことは  「安全・安心」 

 第３次計画 ― 第１次計画時に設定した目標を永続的な指針として継承していく 

           「いのちを健やかに、育む、保つ」 

           〇活動の原点は「人」とは「いのち」である 

           〇活動の主な対象である子ども達と高齢者をそれぞれ「育む」「保つ」 

           〇献血推進事業の再構築 

            献血は多くのいのちを救う社会貢献活動であるとともに自らの健康状態を知る簡易健康診断と 

            しての機能をもっている。高齢化や若年者の献血離れが進んでおり、年２回の献血事業におい 

            て献血者の確保が困難になってきていることから実施場所や方法の見直しを行う(ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ) 

                    

 小北英夫 会長 

 

 

 上山芳次 会長エレクト 



「次年度に向けて」  三木 彰（次）幹事 

 
 次年度上山会長のテーマ「明・楽・感謝」に沿って明るく楽しい例会づくりを目指し、くず

はRCの会員の皆様が素晴らしいロータリーライフを満喫できるように頑張っていきたいと

思います。 

 若い会員の力を中心にした奉仕活動でクラブの活性化を期待し、地域に根ざした奉仕

をするとともに、知名度のアップにつながる事業を実践することによって、会員増強にもつ

ながると思います。 

 女性会員が2名になり、クラブに明るさが増し、これから女性会員を増やしていけたら、華

やかさも増していくと思います。 

 例会については、田中SAAもいろいろと進行に企画をして頂いておりますので、会員の皆様が一致団結して例

会を盛りあげ、各事業に率先して参加していただいて、くずはRCの運営にご指導ご協力の程よろしくお願い致しま

す。 

 各委員会につきましては、親睦委員会では副委員長を3名体制とし、社会奉仕委員会では副委員長を2名といた

しました。他の委員会につきましても、各委員長様は委員会を開催していただき、委員会活動に理解を頂き常に事

業に対応して奉仕の理念のもと、行動を起こしていただきたいと思います。 

 いろいろお願いばかり申しあげましたが、すべてはくずはRCの為でありますので、皆様の心からのご指導ご協力

の程、宜しくお願い申しあげます。 

 

 

 

 

「次年度に向けて」  田中一眞（次）SAA 

 
次年度ＳＡＡを担当します田中一眞です。私の方から次年度例会の計画と、出席に関

する褒章のことを申し上げます。 

本年度は夜間例会を年間５回実施されますが、次年度も夜間例会を仙亭にて年間４

回予定しています。通常のお昼からの例会についてですが、たくさんの会員に入会して

頂きましたので、このくずはゴルフ場の例会場で会食をしながら例会を行った場合、手狭

になることが予想されます。 

上山次年度会長のテーマは「明」「楽」「感謝」です。より明るく、より楽しい例会にするよ

うに、月に１回程度、スペースの広い仙亭に移ること、そして夜間だけでなく、お昼から仙

亭で行うことで、会員の幅広いニーズに対応させて頂きまして、より多くの会員に出席して頂けたらと思っておりま

す。 

年間の仙亭での移動例会は、夜を4回、お昼を７回予定しています。年間合計11回になりますので、月に１回程

度、お昼か夜に仙亭で例会があります。 

 今年度の最終例会６月２９日は仙亭にて夜の例会になり、次年度７月６日の初例会は、仙亭にてお昼からになり

ます。 

褒章の件になりますが、次年度はホーム皆出席にも重きを置いております。次年度は上期と下期にわけて、半

期ごとに期間を設けて、より多くの会員の方が、出席の励みにしていただきたいです。どうぞよろしくお願い申し上

げます。 

 

田中一眞 (次)SAA 

 

 三木 彰(次)幹事 



201６年 ６・７月 

日 月 火 水 木 金 土 

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ 

   １２：５０～例会       

ｺﾞﾙﾌ同好会総会 

   

２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ７／１ ２ 

   １８：００～最終例会    

仙亭 

 16-17新年度    

スタート 

 

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

   １２：３０～初例会     

仙亭            

定例理事会・ｸﾗﾌﾞ協議会 

   

〒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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○本日の配布物 

・６月２２日週報 

○本日の回覧物 

①７月例会出席予定表 

②15-16秋の上級ライラ報告書 

③LIP6月号 

○地区行事等出席報告（敬称略）  

6/9地区国際奉仕委員会（新旧合同委員会）    初木 

6/18 増強ｾﾐﾅｰ              上山、日野、源本 

○地区行事等出席予定（敬称略）          

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） 

田中商人会員   6月9日 茨木東RC 

第200３回例会出席報告（６月８日） 

総会員数 出席者 出席率 

61名 31名 56.36％ 

第2000回 例会補正後出席率 83.33％ 

   メーク１名  欠席 10名  除外 １名 

ロータリーレート  

６月 １＄＝１１０円 

クールビズ  

６月1日～9月30日 

第1９回七つ星歩こう会のご案内  

 梅雨の時期ですが体調はいかがでございますか？今回は奈

良を離れ、ロマン溢れる京の洛北を歩きます。スケッチ教室を

開催する予定でございますのでご参加ください。 

   ≪景勝地にてスケッチ教室を開催する予定です。 

          作品は来年、京都で個展を開きます。≫ 
 

・日  時 ７月１日(金) 

・集合場所 京阪牧野駅出町柳行きホーム最後尾 

・集合時間 午前９時００分            

・行  先 大徳寺、今宮神社 船岡山公園 

・交通費＆昼食費 各自負担 

 ※ご不明な点は岩本会員までご連絡下さい 


