
「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 

￥75,000-  

￥2,087,800-  

２０９５ 
6 27 

  75名 

 39名 

 57.35％ 

2092 
  80.88%   

 13名 

 14名 

  7名 

＊山口会長１年間ありがとうございました     小北英夫 

＊役員の皆様、楽しい１年間をありがとうございました 

                              原 正和 

＊感謝！ありがとうございました          源本将人 

＊１年間お世話になりましてありがとうございました                    

                              國田欣吾 

＊宮田ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、山口会長、源本幹事、多田SAA 

 大変おつかれ様でした             岡山量正 

＊とてもいい経験体験をさせて頂きました 感動の日々を 

   送れたこと感謝です 会員の皆様のあたたかいご理解 

   とご支援ありがとうございました             山口尚志 

＊山口会長お疲れさまでした             木﨑信也 

＊山口会長、役員の皆様１年間ご苦労様でした 

                            田代ミチル 

*山口会長はじめ役員の皆様お疲れさまでした 

                                 長友克由 

＊入会させて頂き丸１年、２年目も頑張ります！ 

                            堀井慎一郎 

＊山口会長はじめ役員の皆様、宮田ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 

 １年間ありがとうございました           大橋智洋 

＊宮田ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、山口会長、源本幹事、多田SAA 

 執行部の皆様、本当にお疲れさまでした  川島吉博 

○2017-18年度 ホーム皆出席４名   

 

 山口尚志 会員  皆出席 14回／在籍19年 

 日野守之 会員  皆出席 12回／在籍13年  

 源本将人 幹事  皆出席  8回／在籍12年 

 今平健一 会員  皆出席 2回／在籍 2年   

   
 

 

○2017-18年度 皆出席会員 20名  

 

 29回皆出席  宮田  明 会員 29/29          

 25回皆出席  原田武夫 会員 25/28 

           岩本昌治 会員 25/27            

           駕田  毅 会員 25/25 

            高島叔孝 会員 25/25 

 23回皆出席  山中  卓 会員 23/23 

 18回皆出席  國田欣吾 会員 18/19 

 16回皆出席  三木 彰  会員 16/17 

           初木賢司 会員 16/16 

 14回皆出席  川島吉博 会員 14/22  

  12回皆出席  米田 勉  会員 12/16  

  8回皆出席  岡山量正 会員  8/21 

  4回皆出席  多田利生 会員  4/10 

                       林  宏毅 会員  4/7             

  2回皆出席   川上和之 会員   2/2             

            田中商人 会員    2/2 

           松吉冨美彦会員    2/2      

  1回皆出席     柿丸 裕   会員  1/3 

           森岡順一   会員  1/3   

           松田伸一 会員    1/1  

 

 （8月入会よりホーム皆出席） 

    内田智久会員    在籍11ヵ月             

12:30 開会の点鐘 

・友情と親睦の握手 

・国歌斉唱 

・ロータリーソング 

 「奉仕の理想」 

・会長就任の挨拶 

・記念品贈呈 

・乾杯 

- 食事と歓談 - 

・役員就任の挨拶 

・年間ﾌﾟﾛﾌﾞﾗﾑ発表 

・幹事報告 

 

・委員会報告 出席状況報告 

・その他  ニコニコＢＯＸ報告 

13:30 閉会の点鐘 

・本日の会合 

＜定例理事会ｸﾗﾌ゙協議会＞ 

例会終了後 ２F 

岡山、山口尚志、國田、初木 

川島、林、稲田、宮田、橘 

瀬川、今平、長友、養老、日野 

源本、田中商人、柿丸、森岡 

田代、粟津、米田、木﨑  

    ����-��年度 新役員の皆様  
 左から 川島幹事、岡山会長、初木副会長、林6$$ 

2018年7月4日 第2096例会 

■クラブ全員協議会 

 17-18決算審議 

 18-19予算審議 

■クラブ奉仕委員会 

■研修委員会 

7月18日(水) 

ひらかた仙亭 

12:30～13:30 

7月11日(水) 

ひらかた仙亭

12:30～13:30 

■新理事就任ご挨拶 

 宮田理事、橘理事 

 今平理事、瀬川理事 

 長友理事、養老理事 

■増強分類選考委員会 

■職業奉仕委員会 

■卓話 田中商人委員長 

■ｽﾋﾟｰﾁ 大橋会員 

■親睦委員会 

■広報公共ｲﾒｰｼﾞ委員会 

7月25日(水) 

ひらかた仙亭

12:30～13:30 



 

会長の方針 

45代 岡山量正会長 

「奉仕の理想に向け、共に育とう」   

 １９７４年にくずはロータリークラブが創設さ

れ、先達がこれまで築き上げてこられた歴史

と伝統の重みを感じ、創立４５年を迎えようと

しています。そんな中で第４５代の会長という

大役をさせていただくことに感謝申し上げる

とともに、身の引き締まる思いであります。 

 会長を務めるにあたり、我がクラブの４５年

の歴史と伝統を継承し、奉仕の理想に向け

たロータリー活動が大切であると考えます。 

 そして我がクラブの会員数７４名を有する

ビッククラブへと成長し、おごることなくさらな

る奉仕活動に努力研鑽し、励まなければな

らないと考えます。一人ひとりのロータリアン

が社会貢献のため知恵を出し合い協力を

することで、意義のあるロータリー活動に繋

がるものと信じえません。 

[クラブ奉仕]  

親睦を図るとともに、会員拡大を目指し地域

にアプローチをいたします。 

[職業奉仕]  

個々の知識や経験を活かし社会貢献に参

画します。 

[社会奉仕]  

奉仕活動を通し、地域社会に貢献します。 

 

本日の配布物            

①7月4日週報 

②ロータリーの友7月号 

③18-19年度岡山会長・ＲＩ会長・ｶﾞﾊﾅｰ・補佐方針略歴 

④18-19年度委員会構成表･事業計画書･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

⑤18-19年度例会について 

本日の回覧物  
①7月例会出席予定表 

②ガバナー月信7月号 

地区行事等出席予定 (敬称略) 

7/10 枚方RCへ表敬訪問   岡山、川島 

7/12 交野RCへ表敬訪問   岡山、川島 

7/28 18-19国際奉仕委員長会議   瀬川   

去る6月27日山口会長年度の最終例会後18時より、枚方市河原町にあ

る日本料理「大屋」にて新旧合同理事会「魂の引継ぎ式 感謝の夕べ」

を開催しました。                         参加者22名 

 

＜新旧合同理事会報告＞ 2018年6月27日(水) 於：大屋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[国際奉仕]  

自由で平和な国際社会を築くための一助となる

活動を行います。 

[青少年奉仕]   

未来ある青年に、夢と希望と感動を与えられる活

動を行います。 

 バリー・ラシン国際ロータリ会長のテーマは「イン

スピレーションになろう」とされました。前向きな変

化を生み出し、我々に直面する課題に勇気と希

望、そして創造性をもって正面から立ち向かう意

欲を、クラブ、地域社会、そして組織全体から引

き出すための「インスピレーション」になる必要が

あると申されています。 

 このテーマをしっかりと踏まえたうえで、会員相

互の友情と親睦を深めるとともに「奉仕の理想」に

向け、ロータリアンとして共に歩み、共に育つこと

が大切であると考えます。  

 因って、くずはロータリークラブ２０１８－１９年度

のクラブテーマを「奉仕の理想に向け、共に育と

う」とします。 

 尊敬する長年の会員が、若い会員と親睦を深

め、共に成長していきたいと心より願っておりま

す。誇りある、また魅力あるくずはロータリークラブ

として、活動できますようご理解とご協力をよろしく

お願い申し上げます。 


