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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２００３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 

・本日のロータリーソング 

  「四つのテスト」 

・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 

・3分間スピーチ 

 日野守之 会員 

 

・卓話  上山芳次 会長エレクト 

・その他  ニコニコBOX報告 

・閉会の点鐘  

・本日の会合（敬称略） 

 ＜被選理事会＞ 

 13:35～ 於：例会場 

 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、粟津 

 

＜新旧合同理事会＞ 

 18:00～ 於：大屋 

 小北、上山、原田、山口尚志、米田 

 多田、稲田、岩本、橘、粟津、源本 

 川島、畠仲、三木、田中一眞、白井 

 中野、髙島、駕田、國田    

  

本日の歌♪ 

「四つのテスト」 
 

真実か どうか 

みんなに 公平か 

好意と友情を 

深めるか 

みんなのために  

なるかどうか 

  国際ロータリー第2660地区からの 

 

地区HP 英語ページ開設しました！ 

 以前からご要望いただいておりました英語ページを追加致しました。 

 地区ウェブサイト（http://www.ri2660.gr.jp/）のトップページ右上の  

 「English」ボタンから英語ページにアクセスできます。 

 情報収集の方法として約8割の方がインターネットを1番に挙げる中、 

 クラブや地区の広報、また海外からのメーキャップの増加に少しでも 

 役立てればと考えております。 

    

  ６月15日（水） 

  定款により休会 

 

 

   次回の例会は 

  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 

   瀬川裕一会員 

 ＊13:35～ｺﾞﾙﾌ同好会総会 

 

 

６月29日（水）は 

15-16年度最終例会 

18:00～20:00 

於：ひらかた仙亭２F 

 



「会長の時間」 

 

  皆さんこんにちは。 

先週テーブルディスカッションの研修がありましたが、終わって色々な意見を聞きました。 

「クラブが大きくなれば大きいなりに今まで以上にしっかりと活動することが必要である」 

また「私はロータリークラブ以外に他団体にも入っていますがロータリークラブの方が勉強

にもなるし楽しいです」といった意見や、「一泊の研修で皆で温泉に入り、同じ浴衣を着て

先輩達や同年代のメンバーとロータリーの話や沢山の話を語り合いたい」といった意見が

ありました。なんか楽しそうやなと思いましたし、そういうところから親睦も生まれると思いま

した。 

 本日の例会はクラブ協議会、次年度へ引き継ぎをする大切な時間となります。例会前に

は長期計画委員会が行われ、引き継ぎが40分に亘ってありました。引き継ぎは重要であるとの岩本委員長の思い

のある委員会でした。本年は沢山の事業を行いました。良かったこと反省すること、しっかりと次年度にバトンタッチ

していただきますようお願い致しまして、本日の会長の時間終わります。ありがとうございました。 

 

「クラブ協議会 新旧合同委員会」開催 
 

 

 ＊各委員会 今年度委員長より次年度委員長へ事業の引継ぎが行われました 

   〇クラブ奉仕委員会 

     会員研修4回の実績が実を結ぶのが次年度であり、その成果を期待する。 

     会員増強については多くの会員の入会を得ることができ、継続して増強に注力すべきと考えます。 

   〇職業奉仕委員会 

     本年度10月に久しぶりの職場見学を実施 企業の技術を公開できない事情も有り交渉に時間がかかった。  

    〇社会奉仕委員会 

     春の献血運動は平日だったため協力者が少なく今後再考の必要あり。 

     秋と春の交通安全啓発活動への参加は今年度実施した早朝例会で警察と市の調整を計り行ったため良 

     い結果が出たと思います。 

   〇長期計画委員会 

     東北支援をどのような形で変化継続・打切りの模索・次年度の委員会構成表の良し悪し等2件の案件審議 

     6月に次年度高島委員長への引継ぎの中で会合を開く。 

     いろいろ問題点はあるが熱き心をもってすれば道は必ず開ける。  

    

「記念品贈呈 6月入会記念日祝・お誕生日祝」 

 

  

 

 

 

 

 

 

 小北英夫 会長 

 

  入会記念日祝 白井博巳 会員       お誕生日祝 藤原和彦 会員          お誕生日祝 今平健一 会員                            



【第12回定例理事会報告】 20１６年6月1日開催 

＊報告事項   ①5月会計報告 熊本地震義捐金・奉仕活動奨励金・大東中央RC周年祝金等       合計 ￥1,250,258- 

＊審議事項   ①新会員1名候補者の件                                                 可決承認                         

                    ②野球同好会活動（練習試合）メーク扱いの件                                可決承認 

＊追認事項  ①社会を明るくする運動ﾊﾟﾈﾙ協賛の件   @3,000円×3枚                           承認 

         ②火災保険料変更の件 保険会社取扱いプランがなくなったためほぼ同じ内容で契約（520円増）     承認 

         ③6月29日例会退任挨拶の件  全理事役員が退任挨拶を行う                        承認 

         ④最終例会食事代の件 新会員歓迎も含めアルコール等お出しする                     承認 

         ⑤事務局電気代について 電気代の内容を精査する必要あり                         承認                     

『「ロータリーの友」誌6月号推奨記事と関連事項の紹介』 

 
                       2015-16年度ロータリーの友地区委員  庄野 晋吉(大阪ロータリークラブ) 

■今月のラビンドランRI会長メッセージです。ラビンドランRI会長も、6月にて担当を終わられます。この一年間RI会

長として世界中を飛び回られた経験に基づいての感想を、写真家であるロアルド・ダール氏の考えを引き合いに

出して述べています。会長としての経験に基づく主張として、我々ロータリアンは世界をより豊かにし、絶望を希望

に変え、恵まれない人々に上昇への道筋を示して、自ら行動することによって各人が「世界へのプレゼントになる」

べきであると、述べておられます。 

■シカゴで4月に開催されました規定審議会に関するレポートです。国際ロータリーの規定審議会は、「制定案」と

呼ばれる「定款」や「細則」の改定に関わるものと「決議案」と呼ばれるRI理事会が検討するように決議するものの、2

種類があります。多くの変更で反響の大きいものとして報告されているのが「国際ロータリー定款・第5条・会員・第2

節―クラブの構成。(a)」と「標準ロータリー定款・第7条・会員身分・第1節―全般的資格条件」を変更する項目で

す。 

■2750地区で開催されました、「ips細胞がひらく新しい医学」と題する山中伸弥教授の講演です。 

■特集記事ですが、テーマは「同じ名称を持つクラブ同士の交流」です。「さくらRC」「お城の名前のRC」「モーニン

グRC」「川RC」「空港RC」「ベイRC」など沢山あることにまず驚きます。同じ名前を冠するクラブが地区を超えて交流

している報告ですが、この記事を読んでさらに、この様な輪が広がるのではないかと期待されます。 

■「友」の副編集長・野崎恭子氏による「ヨットなんて持ってなくて大丈夫」という報告です。これは前述の特集記事

に良く似ている取り組みですが、こちらは長い歴史を持つロータリーの親睦活動グループ「IYFR」で、世界に仲間

がいる親睦会で、ロータリアンだけでなく、ローターアクターも一緒に活動しています。世界34カ国に110のフリート

があり、日本には7つのフリートがあるそうです。この報告は「大阪湾フリート」の活動ですが、大阪南RCの山田和義

氏が差配されている様です。 

■2660地区門真RCの泉光典氏投稿の「姉妹クラブの行う・人道関懐慈善音楽会」という活動報告です。門真RCが

姉妹クラブである台湾の台北益成RCが主催している音楽会を支援している報告ですが、この音楽会の演奏者た

ちは障がいを持つ子ども達なのです。普段は表に出ない子ども達にスポットライトを当てて、障がいを乗り越えて欲

しいと云う取り組みです。この音楽会は2時間も演奏が行われるのですが、いろいろな曲を子供たちが元気よく打

楽器を演奏して発表している姿が彷彿としてくる素晴らしい報告です。 



201６年 ６月 

日 月 火 水 木 金 土 

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 

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ 

   １２：５０～例会       

ｺﾞﾙﾌ同好会総会 

   

〒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/ 

KUZUHA ROTARY CLUB 発 行 

   国際ロータリー 第2660地区 

   創立：1974年5月30日 承認：1974年6月25日 

       クラブ名称変更承認：2005年6月  6日 

   会    長   小北 英夫   

   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） 

＊2000回の例会に出席出来、皆様方の御蔭と 

 感謝しています                  今中七郎 

＊誕生祝を頂いて                 藤原和彦 

＊長女の誕生日の喜びに            木﨑信也 

＊甲子園大会でのエラーを忘れない為に！ 田中商人 

＊誕生日祝いをありがとうございました     今平健一 

ニコニコ箱 合計 \38,000 累計 \1,145,010 

○本日の配布物 

①６月８日週報 

②卓話資料（上山会長ｴﾚｸﾄ） 

③15-16年度最終例会・16-17初例会のお知らせ 

④ゴルフ同好会総会のお知らせ 

○本日の回覧物 

・6月例会出席予定表 

○地区行事等出席予定（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 

6/23 本年度最終災害支援委員会            初木 

 

第200２回例会出席報告（６月１日） 

総会員数 出席者 出席率 

61名 38名 67.86％ 

第1999回 例会補正後出席率 75.00％ 

   メーク 7名 欠席 15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 


