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＊四宮ｶﾞﾊﾞﾅｰありがとうございます 松吉冨美彦 
＊創立45周年記念式典お疲れ様でした 
                         森岡順一 
＊四宮ｶﾞﾊﾞﾅｰ様ご訪問ありがとうございました 
                         田代ミチル 
＊野球同好会最終試合感動のｻﾖﾅﾗ勝ちでした 
 お疲れ様でした               田中商人 
＊しばらく欠席し申し訳ありません    田中一眞 
＊45周年素晴らしい式典を高島実行委員長 
 源本補佐及び実行委員の皆様有難うござい 
 ました                   川島吉博 
＊45周年お疲れ様でした               粟津直晶 
＊大阪府知事に先日誉めてもらいました自祝で 
                               岩本昌治 
＊野球同好会最終戦ｻﾖﾅﾗ勝ちに   高橋克文 
＊創立45周年記念事業大成功に終り喜びに 
                          髙島叔孝 
＊野球同好会のｻﾖﾅﾗ勝ちおめでとうございます 
                         林 宏毅 
＊45周年記念式典祝賀会無事終わりました 
 ありがとうございました           宮地康弘 
＊木﨑会員のサヨナラヒットに       原 卓生 

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」 

・お客様紹介 

・会長の時間 

・財団表彰並びに各種記念品贈呈 

  - 食事と歓談 - 

・幹事報告 

・出席状況報告 

・3分間ｽﾋﾟｰﾁ 松吉冨美彦 会員 

・卓話「財団月間に因んで」 

         日野守之 委員長 

・その他 委員会、ニコニコＢＯＸ報告 

13:30 閉会の点鐘 

・本日の会合（敬称略） 

＜親睦委員会＞10:30～ 仙亭2F 

瀬川、宮地、杉森、高橋、江口、松田、安福、 塔下 

河本賢一、川上、山本、茨池、姫島、鳳山、朝川 

河本大成、龍見、内田、中野丞、今平、西澤、中島 

岩熊、叶、堀之内、堀井、原卓生、長村、安江、馬郡 

秀島、荒幡、林誠治、大久保  

 

＜長期計画委員会＞11:30～12:20 仙亭１F 
 源本、日野、岩本、小北、上山、藤原、畠仲 
 

＜指名委員会＞13:35～仙亭１Ｆ 

 宮田、山口尚志、岡山、國田、初木 

 

 

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 

 

 國田欣吾 会長 

2019年11月13日 第2156回例会 

■本日の配布物 

①11月13日週報 

②名刺原稿確認 

■本日の回覧物  
①国際ｿﾛﾌﾟﾁﾐｽﾄ枚方-中央バザー券 

■地区行事等出席予定 (敬称略) 

11/25 燦燦会（会長幹事会）     國田、橘 

11/30  公共ｲﾒｰｼﾞ向上ｸﾗﾌﾞﾋﾞｼﾞｮﾝ策定ｾﾐﾅ  ー

                  國田、初木、内田 

12/13 地区大会1日目 

    RI会長代理晩餐会      会長、幹事 

12/14 地区大会2日目本会議      全会員   
■地区行事等出席報告 (敬称略) 

10/23 地区職業奉仕委員会                川上 

11/6 地区青少年交換委員会             松吉 

11/9 地区青少年交換ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘー 懇親会  松吉  

11/9地区青少年交換派遣生ｵﾘｴﾝﾃ ｼーｮﾝ松吉 

 

例会プログラム  本日の歌♪ 

11月度御祝 

地区大会2日目・移動例会 
12月14日(土) 

11:30～例会  リーガロイヤルホテル大阪２F 

13:00～本会議 大阪国際会議場 

16:00～公開シンポジウム 

       出演者：大畑大介氏・鳥谷敬氏 
            （元ﾗｸﾞﾋﾞー 日本代表）（阪神ﾀｲｶ゙ ｽー゙内野手） 

☆入会記念日祝８名 

 原田武夫会員 岩本昌治 会員  

 北川順清会員 髙島叔孝会員 

 畠仲 聡会員 岡山量正会員 

 若林尚史会員 田中一眞会員  

☆お誕生日祝 ８名 

 中谷賀久会員 江口信昭会員 

 山本なをみ会員 松吉冨美彦会員  

 内田智久会員 髙橋克文会員 

 鳳山成志会員 中村正継会員 

 

地区大会1日目 
 12月13日(金)  

 

  12:00～13:30 ﾌﾚｯｼｭﾛｰﾀﾘｱﾝ歓迎昼食会 

  14:00～15:30 開会式・クラブ表彰 

  15:30～17:00 会長幹事部門・分科会 

  18:00～20:00 地区大会晩餐会 

次回の例会 

11月２0日(水) 定款により休会 

■クラブ全員協議会 

「年次総会」 

■卓話 髙橋克文会員 

■定例理事会 

12月４日(水) 

ひらかた仙亭 

12:30～13:30 

■卓話 馬郡信吾 会員 

■ｽﾋ゚ ﾁー 森  賢司   会員 

■歴代会長会議 

11月27日(水) 

ひらかた仙亭 

12:30～13:30 



 國田欣吾会長 
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講話「ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問所感」国際ﾛｰﾀﾘｰ第2660地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ 四宮孝郎様 

会長の時間 
 こんにちは。本日も御出席を頂きありがとうございます。 

まずをもちまして創立45周年式典も無事変わり、私自身久しぶりの緊張の中、あっと言う間に終

わったわけですが、歴代会長を初め会員の皆様、ご家族の皆様に大変お世話になりましてありが

とうございました。その中で岡山直前会長の娘様と森岡会員の奥様と娘様には大変お世話になり

ました。特に実行委員会の高島実行委員長を初め、委員の皆様にはお世話になり感謝申し上げ

ます。 

 さて、本日のお客様は国際ロータリー第2660地区ガバナー四宮様と地区副代表幹事吹田様 と

もう一方、地区大会実行委員深田様に遠いところお越しを頂きありがとうございます。 

 先日、枚方ＲＣの公式訪問がございまして連日枚方にお越しを頂きました。先日の周年の折に、

ガバナーには大変お忙しい中長時間に渡っておつきあいをいただきましてありがとうございました。ご挨拶の中で、ロー

タリークラブは会員同士の親睦が大切であり奉仕事業も親睦から始まるとお聞きし、大変勉強させていただきました。 

 当クラブは50周年に向けてスタートをしております。その言葉を大切に日々ロータリー活動に取り組んで参りますので

これからもご指導をお願い致します。 

 また、先程例会前にお越しをいただき、理事メンバーと事前懇談をさせていただきました。５０周年に向けての当クラブ

のビジョンを基本にクラブの現状と今後の方向性などをお話させていただきました。後ほど四宮ガバナーよりお話をいた

だきます。 そして報告です。先日、稲田研修委員長の企画で、入会したての若い会員９名でメイクを兼ねて大阪鶴見

ＲＣさんにお伺いしました。大草会長を初め皆さんに快くお出迎えをいただいたわけですが、例会中も厳粛で、又、暖か

い雰囲気の中進めておられ、大変勉強させていただきました。稲田委員長には第二弾もお願いしますと申し上げており

ますので若い会員の皆さんも参加してください。 

 もう一点報告があります。今日、例会前に規定審議委員会を山口委員長に開いていただき、現在理事は９名ですが、 

さらに重要委員会を加えて理事の増員とメイクの日数の協議の検討をお願いしました。理由は５０周年に向けて理事会

の活性化が必要だと感じているからです。よろしくお願いします。周年も変わり私の仕事も終わったように感じましたが、

まだ奉仕事業が山積しておりますので、ご支援ご協力をお願いします。今日もよろしくお願いします。 

 

クラブへの強調事項 

①効果の持続性が期待される有意義な奉仕事業（活動の絞込み） 

  近年、残念ながら会員数が減少しているクラブにおいては、各奉仕部門の委員会を兼務されて

いる委員長もおられます。その状況でも充実した奉仕活動を実践されていることは素晴らしいこと

ですが、ともすれば単に過去の活動の踏襲に陥り、検証すれば実際のニーズと離れたものになる

ケースがあるかもしれません。今年度は再度検証され、奉仕活動を絞り込み、より一層有意義な

活動をされることも選択肢の一つとして推奨致します。 

②ロータリーファミリーの絆を深める 

 ロータリーファミリーとは、青少年奉仕部門（インターアクト・ローターアクト・青少年交換・RYLA）や米山奨学生、財団奨

学生等ロータリープログラムのメンバー、並びに卒業・経験者であるロータリー学友の人達を表します。このロータリー

ファミリーの絆を深めることが、これからのロータリーを支える礎となります。様々な機会を捉えて会員の方にファミリーの

活動を知って頂きましょう。 

③ロータリー賞の獲得を目指す 

 ロータリー賞の獲得は決して困難なものではありません。目標を立て、是非各クラブが獲得されるように目指して下さ

い。私は、次年度地区スローガンを設定するにあたり、2つのことを思い描きました。常に相手の目線に立ったﾛｰﾀﾘｰの

奉仕活動を私たちは奉仕活動をする際、常に相手の方に寄り添い、同じ目線に立って計画し、実施して参りましょう。こ

れにより真のﾆｰｽﾞが把握でき、より実りの多い活動となることでしょう。そして感動と共に奉仕の喜びを分かち合いましょ

う。新会員と共に入会3年未満の会員の退会理由には、様々なものがあると思いますが、真の理由は「寂しさ」にあると思

います。新しい仲間に寄り添い、新たな友人が出来た喜びを分かち合いましょう。それがロータリーの発展にもつながり

ます。そこで地区スローガン“Stand By You”～あなたと共に～を掲げました。これからの1年間クラブの皆様と共に考

え、悩み、歩み、そして楽しんでまいりたいと思っております。どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

ｶﾞﾊﾞﾅｰ 四宮孝郎様 

 


