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＊今年もよろしくお願します  白井博己 

＊國田会長船出を祝って    髙島叔孝 

＊國田丸出向の喜びに     川島吉博 

＊國田会長頑張ってください 宮田   明 

＊國田チームの門出を祝して 駕田  毅 

＊1年間宜しくお願いします  國田欣吾 

＊1年よろしくお願いします   橘喜久夫 

＊國田会長1年間よろしくお願いします 

                  田代ミチル 

＊1年間よろしく！        粟津直晶 

＊昨年度は岡山会長役員の皆様ご苦労 

   様でした今年度は國田会長役員の皆 

   様宜しくお願いします     北川順清 

＊國田会長1年間宜しくお願いします 

                   山口尚志 

本日より1年間精一杯SAAを務めて参り 

 ますので宜しくお願いします  柿丸 裕 

＊新年度迎えてのお祝     原田武夫 

＊國田会長の門出を祝して   小北英夫 

12:30 開会の点鐘 
・友情と親睦の握手 

・ロータリーソング 

 「四つのテスト」 

・会長の時間 

・ご挨拶  

 枚方RC会長   山本 昇 様 

      幹事  竹嶋浩之  様 

 枚方RAC会長  柳澤大輔 様 

・記念品贈呈 

- 食事と歓談 - 

・幹事報告 

・出席状況報告 

 

・理事就任挨拶 

 小北英夫 理事 源本将人 理事 

 白井博己 理事 松吉冨美彦 理事 

 田代ミチル 理事 森岡順一 理事 

・委員会報告 

・その他  ニコニコＢＯＸ報告 

13:30 閉会の点鐘 
・本日の会合(敬称略) 

＜45周年実行委員会＞ 

岡山、高島、源本、山口尚志、國田 

川島、三木、宮地、粟津、日野、稲田

内田、姫島、多田、今平、森岡、松吉

田中商人、松田 

 

 

2019-20年度クラブテーマ 

 

「くずはロータリークラブの  

    輝かしい未来に向けて」 

 歴史と伝統を学んで実践しよう！ 

2019-20年度理事・役員 

会  長 國田欣吾 幹  事 橘喜久夫 理事(長期計画) 源本将人 

直前会長 岡山量正 S  A  A  柿丸   裕 理事(社会奉仕) 白井博己 

会長ｴﾚｸﾄ 初木賢司 会  計 粟津直晶 理事(国際奉仕) 森岡順一 

副 会 長  米田   勉 理  事 小北英夫 理事(職業奉仕) 田代ミチル 

                            理事(青少年奉仕)松吉冨美彦 

「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 

＊國田会長の船出の喜びに          米田   勉 

＊新年度もよろしくお願いします    中島 一 

＊祝 國田丸の出航に          初木賢司 

＊令和の門出たくましくくずはRCに 

 ふさわしい                山中 卓 

＊國田会長はじめ新役員の皆様宜しく  

 お願いします               高橋克文 

＊1年間よろしくお願いします      茨池直人 

＊会長1年間頑張て下さい！      稲田義治 

＊國田会長の熱い会長方針をお聞し 

 感動しました               馬郡信吾 

＊國田会長1年間宜しくお願いします今平健一 

＊1年間宜しくお願い致します        鳳山成志 

＊國田会長の船出を祝して         瀬川裕一 

＊今年1年よろしくお願いします 

                                           松吉冨美彦 

＊國田丸の船出を祝い                 岡山量正 

＊新年度が始まる喜びに               林  宏毅 

＊國田会長1年間宜しくお願いします 

                         宮地康弘 

＊國田会長の素晴らしい船出を祝して 

                         長友克由 

＊新しい船出！頑張っていきましょう 田中商人 

＊新年度祝して國田会長宜しくお願いします 

                                              松田伸一 

 

 國田欣吾 会長 

2019年7月10日 第2142回例会 

■本日の配布物 

①7月10日週報 

②19-20年度会員増強計画 

■本日の回覧物  
①7・8月例会出席予定確認表 

■地区行事等出席予定 (敬称略) 

7/9枚方RC新年度ご挨拶  國田、橘、高島 

7/11交野RC新年度ご挨拶國田、橘、高島 

7/13 19-20第3ｿﾞｰﾝ戦略計画推進ｾﾐﾅｰ 

                          國田 

7/27 社会・国際奉仕合同委員長会議 

                   白井、森岡 

8/24 職業奉仕委員長会議     田代 

■ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 
7/5田中商人会員 大阪大手前RC 

 

 
 

例会プログラム 本日の歌♪ ７月度御祝 

☆入会記念日祝 12名 

 川島吉博 会員 粟津直晶 会員  

 林 宏毅 会員 橘喜久夫 会員  

 岩渕信廣 会員 瀬川裕一 会員  

 宮地康弘 会員 堀井慎一郎会員 

 杉森久哉 会員 田中宏一 会員 

 中島  一  会員 中村正継 会員  

☆お誕生日祝  13名 

 三木 彰 会員   髙島叔孝 会員  

 畠仲 聡 会員 國田欣吾 会員  

 森 賢司 会員 多田利生 会員 

 岩渕信廣 会員 養老孝雄 会員 

 田中宏一 会員 姫島大介 会員 

 中野 丞 会員 中島 一  会員 

 林  誠治 会員 



 

  

 

 本年度、副会長およびクラブ奉仕委員長を仰せつかりました米田でございます。國田会長のもと、会長

テーマである「くずはロータリークラブの輝かしい未来に向けて」の実現にむけ、邁進する所存でございま

す。会長のお役に立つようにサポートしていき、クラブ奉仕委員長としてはクラブ全体の運営管理をし、素

晴らしいクラブ、楽しいクラブになるよう、努めて参ります。 

 この一年間、会員皆様方のご指導ご鞭撻をお願い申し上げ、就任のご挨拶とさせていただきます。   

 

 本年度、幹事の大役を引き受けさせていただきました橘です。本年度、國田会長テーマであります「くず

は ロータリークラブの輝かしい未来に向けて」のもと、本日皆様がつけておられる名札を心機一転、新しく

入れ替えました。   

 さて、國田会長年度の目標を達成せるために、幹事としてお願いしたいことがあります。まず、出席率向上

を目指し、努力したいと思います。そのために会員同士の連携を図り、親睦を強固なものとするため、楽し

い例会となるよう努めてまいります。また、國田会長のテーマを会員の皆様と実践しするために、クラブ事業

に積極的に参加していただき、楽しく進行ができるよう努力いたします。幹事として一年、精一杯頑張ります

のでご協力よろしくお願い申し上げます。 

 

 SAAとしての基本職務をしっかりと学び遂行して、また「楽しい意義のある例会になっている

か」のチェックとアクション（出席率の向上など）に重きを置き、会員にとって毎回の例会が必ず

有意義な時間になるように努めてまいります。そのためにはしっかりとした例会内容にタイムス

ケジュールを組み、時間を厳守した、基本にも忠実な例会運営も心がけ１年間全うしてまいりま

す。私自身、入会したての当時は楠葉での例会でしたので、先輩方と自由な座席で食事をとら 

せていただいたりした中でロータリーについて学び、また仕事の相談など、そこからロータリーク 

ラブへの楽しさを覚えていきました。本年は食事も月一回座席を指定させていただきまして、後 

                          輩から先輩方に対して積極的な交流が出来るようにするなど、会が秩序正しく楽しい雰囲気で 

                         運営されていくことに重きをおいた会場監督の職務を全うしてまいりたいと思いますので、皆様 

                         のご協力の程よろしくお願い致します。 
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＊創立45周年記念式典祝賀会  

 10月26日(土) リーガロイヤルホテル大阪 

  16:00～式典 17:00～記念講演 18:00～祝賀会    

＊福田治夫ガバナー補佐公式訪問 

 10月23日(水) ひらかた仙亭２F 

＊四宮孝郎ガバナー公式訪問  

 11月13日(水) ひらかた仙亭２F 

＊国際ロータリー第2660地区 地区大会  

 12月13日(金)～14日(土)大阪国際会議場  

  13日部門別会議 14日本会議 (移動例会開催) 

理事就任ご挨拶 

 

 

 

 

柿丸 裕 SAA 

橘 喜久夫 幹事 

米田 勉 副会長 

前年度役員皆様へ 

記念品の贈呈 
 

 

岡山直前会長はじめ  

役員の皆様 ありがとう

ございました！ 

    19-20年度 

  ﾎｰﾑ皆出席表彰 
 岡山量正 直前会長 

 國田欣吾 会長 

 川島吉博 前幹事 

 源本将人 理事 

 林宏   毅 前SAA 

 今平健一 委員長 


