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＊クリスマス家族例会のご参加宜しく 

  お願い致します            瀬川裕一 

＊お誕生日お祝を有難うございました  

                       山本なをみ 

＊入会記念品を頂いて         北川順清 

＊お誕生日祝ありがとうございました 内田智久 

 

12:30 開会の点鐘 

・友情と親睦の握手 

・ロータリーソング「我等の生業」 

・お客様紹介 

・会長の時間 

  - 食事と歓談 - 

・幹事報告 

・出席状況報告 

・3分間ｽﾋﾟｰﾁ 森賢司 会員 

 

・卓話 「最近気になる事・最近思う事」  

       馬郡信吾会員 

・その他  委員会報告 

・ニコニコＢＯＸ報告 

13:30 閉会の点鐘 

・本日の会合（敬称略） 

＜歴代会長会議＞ 11:30～ 仙亭4F 

 今中、藤原、山中、宮田、駕田、岩本 

 山口伊太郎、髙島、北川、原田、小北 

 上山、山口尚志、岡山、國田、初木、橘 

＜青少年奉仕委員会＞ 

 松吉、長友、岩渕、中島、木﨑、堀井 

 江口、若林 

 

 

 

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 

「我等の生業」 

我等の生業さまざまなれど 

 集いて図る心は一つ 

求むるところは 

平和親睦 

 力むるところは 

向上奉仕 

おおロータリーアン 

 

 國田欣吾 会長 

2019年11月27日 第2157回例会 

■本日の配布物 

①11月27日週報 

②地区大会ネームプレート 

③新会員名簿シール 

■本日の回覧物  
①12月例会出席確認表 

②少年野球ジュニア大会決勝戦出欠表 

③12月14日地区大会移動例会出欠表 

■地区行事等出席予定 (敬称略) 

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) 

11/25 燦燦会（会長幹事会）     國田、橘 

 

例会プログラム  本日の歌♪ 

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） 

 

(左から)    川上会員、米田副会長、岡山直前会長 

北川会員、山口伊太郎会員、國田会長、源本会員 

今平会員、松吉会員 

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 

■ｸﾗﾌ゙ﾌｫー ﾗﾑ「研修会」 

■ｽﾋ゚ ﾁー 川上会員 

■被選理事会 

12月18日(水) 

ひらかた仙亭 

12:30～13:30 

次回の例会 

■クラブ全員協議会 

「年次総会・定款細則改正」 

■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 

12月14日(土) ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ大阪 

11:30～12:30 例会 

13:00～地区大会本会議 

12月11日(水)→12月14日(土)変更 

クリスマス家族例会 
          12月21日(土)帝国ホテル大阪 
 17:00 集合 

 17:30～17:50 例会 ４F牡丹の間 

 18:00～20:30 クリスマス家族会 ５F吉野の間 

 ※ﾊﾟﾝﾄﾏｲﾑ・弦楽４重奏など盛りだくさん!! 

       ご参加お待ちしております 

ﾛｰﾀﾘｰ財団認証受賞 



 國田欣吾会長 

日野守之 委員長 
 

会長の時間 
 こんにちは、会長の時間です。今日も多くの皆さんにご出席を頂きありがとうございます。年末に近

づいてきますと、益々お仕事など忙しくなると思いますが、ロータリー活動も時間調整をしてご出席頂

きますようよろしくお願いします。また本日久しぶりに長期計画委員会に畠仲会員に出席を頂きまし

た。例会には所用があったようで次回は例会に出席をいただきます。 

 あと一カ月強で今年も終わりを告げようとしております。さすがに１１月に入りますと、朝夕は めっきり

涼しくなり、天気情報によりますと今年は昨年より暖冬傾向になり、暖かい冬になるようです。しかし、

寒暖差があると思いますのでお身体には気をつけてください。 

 さて、先週は四宮ガバナーにお越し頂き、当クラブにとって大変貴重なお話を頂いたわけですが、

その中で、これからはクラブビジョンをしっかり策定して戦略会議をして頂きたいとお話をされました。

当クラブは創立45周年が終り50周年に向けて、クラブビジョン通り100ではなく101名を目指して歩んで

いかなければならないと思っています。チャーターメンバーの今中会員は5年後には101歳になられるわけですので、101名の

1名として必ず50周年にも元気にご出席を頂きますよう、お身体ご自愛頂きますようにお願い致します。 

 本日はロータリー財団月間です。ロータリー財団はロータリー奉仕活動の根幹であると思います。詳細につきましては、財

団委員会の日野委員長よりお話をして頂きます。ご存知のように会員の皆さんから頂いた会費の中から、その原資となる地区

の方へ人頭分担金として支援をして頂いていますが、６人目のアーチクラブ会長が世界規模で自然、教育、社会奉仕分野で

何か良いことをしようと合言葉で運動をスタートされました。個々の分担金が世界の貧困で困っている方々、日本においては

被災者への支援、そして毎年当クラブが地域への奉仕事業のために地区へ補助金を頂いています。 

 また、早いもので来月より初木エレクトの次年度被選理事会が開催されます。次年に向けて指名委員の皆さんにはご苦労

をおかけしていますが、皆さんには通知させて頂き、第1週のクラブ協議会の時に、規定審議会の内容も皆さんにご承認頂き

ます。その為にも現在、長期計画委員会と規定審議会で議論をして頂いています。 

 皆さんに新たに名刺をお渡しさせて頂きます。ロータリークラブだけでなく地域にくずはロータリークラブをＰＲしてください。

もう一点報告です。2022～2023年度ガバナーに当クラブには卓話でお越しを頂きました 宮里唯子さんが選出されました。以

上で会長の時間とします。 

 

 北村隆会員にお会いしました！！ 

 

創立45周年記念事業の

ご報告と記念品をお渡

しに伺いました。以前よ

りお元気になられてお

り、久しぶりに笑顔の北

村会員と歓談を楽しみ

ました。 

卓話「財団月間位に因んで」日野守之 財団委員長  
 地区のロータリー財団においては、それぞれの特

性を最大限に生かすため各小委員会に分かれてい

ます。①ポリオプラス小委員会 ②資金管理委員会 

③補助金小委員会④資金推進委員会 ⑤奨学金

小委員会の５小委員会で構成されています。 

 初めに、財団の定義と使命を説明し次に財団のあ

ゆみの説明に入りました。１９１７年アトランタ国際大

会で『世界で良いことをしよう』が提唱され国際ロータリー連合会基金が始

まりです。その１１年後にロータリー財団がロータリー傘下の別組織として誕

生しました。幾度の危機を乗り越え、100年間で30億ドルの資金を提供し、

現在では米国のﾁｬﾘﾃｨｰﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰは、財団を四つ星に各付けし最高評価

を与えています。この評価を維持・継続する為にも恒久基金を増やすなど

様々な取り組みを行っています。 

 ①ポリオプラスについては、地区よりポリオ撲滅のビデオを借りていますの

でご覧ください。このビデオの内容は、１９７９年にフィピン６００万人の児童

にポリオの予防注射をする５か年計画でプロジェクトが実施され、４０年間の

活動が紹介されています。現在では９９．９％のポリオ撲滅が現実となり、残

り０．１％の戦いとなっております。本年の４月には、パキスタンとアフガニス

タンの２ヵ国で６名と報告しましたが、６月にはフィリピンで発症が確認され

１ヵ国が増えました。ポリオの撲滅の難しさが露呈し、その原因に挙げられ

るのが、紛争地帯  やジャングルや森林の僻地等人が入るのに非常に困

難な場所に手が届かないということです。 

 この卓話では、財団のほんの一部しか紹介できませんでしたが、会員の

皆様のご理解のもと財団への寄付が例年１００％していることで、地区補助

金が１００％の申請ができています。私共は毎年補助金事業を行いこの地

域の皆様に還元できるそんなクラブであるということを認識して下さい。皆

様には、今後もﾛｰﾀﾘｰ財団にご理解を頂きますようお願い申し上げます。 

 第2回くずはロータリークラブ会長杯 

2019年11月14日(木) 

於：城陽ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 

 

 

 

 

 

 

 

 前日までの雨予報を晴れにする「くずはパワー」 

全開のコンペでした。しかもグリーンが速い！非常

に速い！なか、入賞されました皆様おめでとうござ

います。結果は下記のとおり。  

                           OUT   IN  GROSS  HDCP  NET 

優勝 田中商人会員   49  42     91  19.0 72.0   

2位      94    22.0   72.0 

3位  稲田義治会員    45  48     93    17.0   76.0  

ﾍﾞｽｸﾞﾛ賞    42 42    84   6.0  78.0 

 


