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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２００５回 例会  於：くずはゴルフ場 

６月 ロータリー親睦活動月間 

2015-16年度 最終例会プログラム   

・18:00 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」 

・幹事報告 

・委員会報告  

 出席状況報告ほか 

・乾杯 

 -食事と歓談― 

・役員退任挨拶 

  小北英夫 会 長 

  山口尚志 副会長 

  米田  勉 幹 事 

  稲田義治 S A A 

  多田利生 会 計 

・理事退任挨拶   

  岩本昌治 理 事 

  橘喜久夫 理 事 

  粟津直晶 理 事 

  木﨑信也 理 事 

  源本将人 理 事 

・新会員紹介 

  松吉冨美彦 会員 

  山本なをみ 会員 

  安福 克也 会員 

・その他  ニコニコBOX報告 

・20:00閉会の点鐘  

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 

役員の皆様一年間お疲れ様でした ありがとうございました 
    次回の例会は 

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 

 

7月20日（水） 

12:50～13:30 

於：くずはゴルフ場 

ｸﾗﾌﾞ協議会「決算予算審議」 

稲田義治SAA   米田勉幹事     小北英夫会長   山口尚志副会長 



安福克也
あ ぶ く か つ や

 新会員 

①４４才 

②（株）テクノス 代表取締役 

③枚方市山之上北町1-32ﾃｸﾉｽビル４F 

④枚方市香里ヶ丘2-8-2-302 

⑤機械機器設置工事業 

⑥源本将人 会員 

「会長の時間」 

 

 先週夜、新旧理事会が開催され、理事の懇親と引き継ぎが行われました。一年間を振り

返っての話や来年に向けての話、またそれぞれのロータリー感、くずはロータリークラブに

ついての想いを夜遅くまで語り合いました。大変楽しかったです。 

 また、本日、源本増強委員長が７月から６月までの最後の最後まで、12カ月会員増強を

本当に頑張っていただき、本日新しい仲間安福克也さんが入会していただくこととなりまし

た。 

 地区では、くずはロータリークラブは全国のロータリークラブの中でも注目されるクラブと

なったと言っていただけるクラブとなりました。これでくずはロータリークラブ歴に残る新入

会員１５名の増強となり、会員総数６２名となりました。皆さん、先頭に立って頑張ってくれ

た源本委員長に盛大な拍手をお送りください。ありがとうございました。後ほど入会式を行います。 

 さて、本日の例会は新しく入会された松吉会員、安福会員にそれぞれ自己紹介をしていただきます。皆さんに覚

えていただけるよう頑張ってください。そして来週は、本年度最終例会を夜仙亭で行います。最後の最後です。た

くさんの方に出席いただければと思います。よろしくお願いいたしまして、本日の会長の時間終わります。ありがとう

ございました。 

 

 

「入会式」   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3分間スピーチ  瀬川裕一 会員 

 

 

 

 

 

 

 

● 近づく際には姿勢を低くし、煙や炎から身を守ること 

● 室内で使用する際には、必ず出口（退路）を背に消火すること 

● 屋外で使用する際には、風上から使用すること 

● 住宅用消火器の放射時間はおよそ１５秒、放射距離はおよそ３～６ｍ 

● なるべく火元に近づき、放射すること 

 

  

 

 小北英夫 会長 

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 

 

 安福克也新会員に小北会長より入会の証・徽章の授与   

 

  瀬川裕一 会員 

いざという時のために正しい消火器の使い方 



「自己紹介」  松吉冨美彦 会員 

 

 

 皆様、初めまして私は出屋敷南の交差点にある平成自動車工業株式会社の松吉冨美

彦と申します。今までは大東商工会議所や北大阪商工会議所の活動を通じて多くの出会

いがあり、多くの友人ができました。平成25年度に北大阪商工会議所青年部を卒業して2

年が経ち、以前から皆様にお誘い頂いていました「くずはロータリークラブ」に入会する事

になりました。 

 当社は枚方市田口4丁目と大東市新田中町にトラックをメインとした修理工場が有ります

が、私自身が40歳まで大型トラックメーカーでサラリーマンをしていたので社歴はまだ12年

です。当初は、平成16年に大東市で平成自動車工業有限会社を引継ぎ、工場長としてが

むしゃらに働いてきましたが、平成24年に枚方市に別法人を設立したのをきっかけに経営

者となり地域の活動に参加する様になりました。私自身は地域貢献・社会奉仕活動について、知らない事が沢山

有りますので積極的に例会に参加して「くずはロータリークラブ」の一員として諸先輩から学び、一緒に活動をして

いきたいと考えていますので今後とも宜しくお願いします。 

 

「自己紹介」  安福克也 会員 

 

 

この度、くずはロータリークラブに入会させていただくことになりました安福克也と申しま

す。どうぞ宜しくお願いいたします。  

私は、㈱テクノスという会社の代表取締役を務めております。事業内容と致しましては、

主にプラント工事業を営んでおります。公共工事では浄下水場の設備を更新したりメンテ

ナンスを行ったりしております。また民間のお客様では自動車メーカー様の製造ラインの

設置やメンテナンスを行っております。 

5年前にインドのニューデリーに現地法人を設立いたしました。入会式後のオリエン

テーションにてメークアップはインドでもできるとお聞きしましたので、まずは日本語で・・・

そして英語でもしっかりとご挨拶ができるようになった暁にはインドでのメークアップにチャレンジしたいと思っており

ます。伝統と歴史ある、くずはロータリークラブへの入会にあたり、私のような若輩者に務まるのかどうか、不安で

いっぱいでは御座いますが、微力ながらロータリアンに相応しい貢献活動ができるよう頑張って参りたいと存じます

ので、ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。 

 

「自己紹介」  山本なをみ 会員 

 

 

 皆様、こんにちは。山本なをみでございます。私はこの度、源本さんの力強いお誘いを頂い

て、メンバーの一員としてお仲間に入れさせて頂きました事を本当に有難く思っております。源

本さんには感謝申し上げます。 

 さて、私の自己紹介を簡単にさせて頂きます。出身地は島根県浜田市の小さな漁村で生まれ

ました。島根県と言えば出雲大社や松江市の穴道湖が有名です。私の父と祖父は漁師をしてお

りました。新鮮な魚を毎日食べて育ちました。幼い頃から泳ぐ事や走る事が何より好きで、学生の

頃はクラブに熱中しておりました。ちなみに陸上部です。スポーツは何でも大好きです。子どもは２人。娘と息子が

おります。２人とも独立いたしまして、現在３人の孫にも恵まれました。この頃、常に思う事は家族が幸せにいてくれ

ること、そして自分がいつまでも健康でいれる事が何よりの願いでございます。最後になりましたが、日頃より仙亭を

ご利用下さいまして本当にありがとうございます。これからも日々精進してまいりますので、どうぞ宜しくお願い申し

上げます。 

 

 

安福克也 会員 

 

松吉冨美彦 会員 

 

 山本なをみ 会員 



201６年 ６・７月 

日 月 火 水 木 金 土 

６／２６ 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 

   

１０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ 

  枚方RC訪問   

会長幹事 

１２：５０～例会       

ﾛｰﾀﾘｰﾃﾞｰ実行委員会      

   

〒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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   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） 

＊鳴動した年度に感謝！            山口伊太郎 

＊新会員入会おめでとうございます        駕田  毅 

＊役員の方一年お疲れ様でした          中野保博 

 

ニコニコ箱 合計 \70,000 累計 \1,215,010 

○本日の配布物 

・６月２９日週報 

○本日の回覧物 

・７月例会出席予定表 

○地区行事等出席報告（敬称略）  

6/23 本年度最終災害支援委員会            初木 

○地区行事等出席予定（敬称略）    

7/12 枚方RC新年度挨拶訪問         上山、三木 

7/21 交野RC新年度挨拶訪問         上山、三木  

7/21 地区国際奉仕委員会               初木 

7/30 国際奉仕委員長会議            初木、源本 

第200４回 例会出席報告（６月22日） 

総会員数 出席者 出席率 

62名 33名 57.89％ 

第2001回 例会補正後出席率 70.69％ 

   メーク 10名  欠席 17名  除外 3名 

ロータリーレート  

７月 １＄＝１０６円 

クールビズ  

６月1日～9月30日 

ゴルフ同好会総会報告  

 去る6月22日例会終了後、2015-16年度総会を開催し 

 下記案件が承認されました。 

 

 ＊2015-16年度事業報告及び決算報告 

 ＊2016-17年度事業計画及び事業予算 

 ＊次年度役員 

  ・代表幹事     髙島叔孝 

  ・副代表幹事   岩本昌治 

  ・運営委員長   米田  勉 

  ・運営副委員長 日野守之 稲田義治 柿丸 裕 

  ・会    計    田中商人 

  ・会計監査     宮田  明 小北英夫 

  ・相  談  役    山中  卓 

 

 今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い致します 


