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２１５９ 

12 14 

  85名 

 31名 

 41.89％ 

2156 
  66.25%   

 27名 

  9名 

  5名 

＊次年度理事ﾒﾝﾊﾞー の承認を頂いた喜びに  

                       初木賢司 

＊次年度理事役員の皆様の就任のお祝に 

                       國田欣吾 

＊ｸﾘｽﾏｽ例会の大盛況を祈念して 高橋克文 

＊師走になり「あっ」という間の一年でした 

 残り1ヵ月頑張ります        松吉冨美彦 

＊12月例会に参加したよろこびに 宮地康弘 

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「四つのテスト」 

・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 

・スピーチ 川上和之会員 

 

・クラブフォーラム 

 「会員研修会」 稲田義治 研修委員長 

・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） 

＜被選理事会＞ 13:35～ 仙亭１F 

初木、國田、米田、橘、白井、木﨑、原正和、原田 

高橋、宮地、堀井、田代、日野、内田、川島、粟津 

 

＜会員増強委員会＞11:00～ 仙亭１F 

今平、堀井、姫島、長村、松吉、田中商人、川上 

＜職業奉仕委員会＞11:30～ 仙亭１F 

田代、粟津、小林、岩渕、森岡、長友、河本大成 

原正和 

 

 

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12月18日 第2160回例会 

■本日の配布物 

①12月18日週報 

②卓話資料 

■本日の回覧物  
・1月例会出席確認表 

■地区行事等出席予定 (敬称略) 

1/14 FR実行委員会     養老、内田  
■地区行事等出席報告 (敬称略) 

12/13 地区大会 國田、橘、松吉、今平、朝川 

12/14 地区大会      國田会長他31名 

 

例会プログラム  本日の歌♪ 

 

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 

地区大会 
 2018-19年度ﾛｰﾀﾘｰ会長賞（ﾌﾟﾗﾁﾅ賞）受賞 

出席者(敬称略)：朝川、今平、岩本、内田、岡山 

 柿丸、駕田、川島、河本賢一、木﨑、國田、橘 

 小北、杉森、髙島、髙橋、田代、多田、大橋 

 田中商人、長友、初木、原卓生、松吉、源本 

 宮田、森岡、安江、山口尚志、山中、米田 31名 
 

２１５８ 

12 ４ 

  85名 

 48名 

 60.76％ 

2155 
  66.67%   

 27名 

  6名 

  4名 

次回の例会 

■新春祝賀例会  年頭の挨拶 

 会長、副会長、幹事、SAA 

■定例理事会 

1月8日(水) 

ひらかた仙亭 

12:30～13:30 

12月25日(水) →12月21日(土)変更 

2020年1月1日(水)定款により休会 

12月21日(土) 帝国ホテル大阪 

17:30～17:50 例会 

18:00～20:30 ｸﾘｽﾏｽ家族例会 

■年頭の挨拶 理事 

■被選理事会 

 

1月15日(水) 

ひらかた仙亭 

12:30～13:30 



 國田欣吾会長 

会長の時間 
 こんにちは。会長の時間です。今年も残りわずかとなりまして、皆さんも忘年会やいろいろとお忙しい

日々を送られていると思いますが、本年のロータリークラブも今日を残して、週末のクリスマス会のみの

例会が最後になります。この半年間お世話になりましてありがとうございました。各委員長の皆さんに

はロータリークラブの活動にご協力をいただきありがとうございました。 

 さて、今日は、歴代会長の北村会員が久しぶりにお元気に出席をしてくださいました。懐かしい方も

おられると思いますので、お食事中ご歓談ください。北村会員ごゆっくりお過ごしください。次回もご出

席いただけるようでしたらご連絡ください。お待ちしております。送迎をいただきました松田会員ありが

とうございます。 先週の地区大会では、遠方まで30名を超える皆さんにご出席をいただきありがとうご

ざいました。地区大会では、ＲＩ会長賞としてプラチナ賞を受賞することができ、また一段とくずはロータ

リークラブの名が広まったと思います。岡山直前会長を初め皆さんご苦労様でした。 

 今日は、満を持して研修委員会の稲田委員長が全会員を対象に企画をしてくださいました。４５周

年が終り５０周年に向けて方向性を決める大切な時間になると思います。未来に向けて変えていかなければならない事もある

と思いますので、現状のクラブ状況をディスカッションしていただき、その事案など出していただき、その参考になればと思っ

ています。そしてロータリアンとしてのロータリー規範などもしっかとり認識していかなければならないことも自覚していただける

場になればと思いますのでよろしくお願いします。歴代会長の皆さんにも各テーブルについていただいています。アドバイス

をよろしくお願いします。 この後、第1回被選理事会が始まります。本年度と重複している理事の方もおられますが理事役員

の皆さんのご活躍を期待します。 

 最後に、先週末行われましたロータリークラブ杯の決勝戦と閉会式には、寒い中ご出席をいただきありがとうございました。

香里ヤングフェニックスが優勝され、念願の枚方チームの優勝となりましたことをご報告申し上げます。 そして、来週はクリス

マス会です。創立４５周年の打ち上げも兼ねて家族の皆さんとともに楽しく過ごしたいと思いますので、ご出席をお願いしま

す。以上で会長の時間とします。 

 皆さんこんにちは。遠いところまでご出席をいただきありがとうございます。今日は慣例通り例会を兼ねて地区大会に参加を

いただきました。地区大会の時期になりますと、令和元年も終わりのように感じますが、私にとっては、まだ折り返し地点にも達

していませんし、まだ週末のクリスマス会もありますので、引き続き取り組んで参りたいと思います。昨晩は、会長、幹事の分科

会と晩餐会がありましたが、その前にフレッシュロータリアン交流会があり、今平会員と松吉会員、浅川会員に出席をして頂き

ました。地区の５年未満の若い会員の皆さんが一同に集まり交流を深められました。さて、昨年山口歴代会長がＲＩ会長賞を

受賞されましたが、今年は、岡山直前会長がＲＩ会員として、プラチナ賞を受賞されました。この後地区大会で受賞式がござい

ます。このまま参加をして頂きますようにお願いします。 

 

 いつも勝手しましてすいません。私はフィリピンの子供達に対して奉仕活動をしています。私の奉仕は夢を差し上げること。

寄付者には人それぞれ理想があります。私には私の奉仕の理想があります。皆さんも入会時には漠然としていても奉仕の鍛

錬の途中でこれがしてみたいと思う事が有るかも知れません。ロータリーには決議23-34で個人の社会奉仕を勧めています。 

それが私には、奉仕活動で日本好きな人を増やすこと。フィリピンが親日国と思っているのは大間違い。スペイン、アメリカと

共に嫌いな国の一つです。嫌いな人は仕方ない。私は小学生の子供達を対象にしました。彼等を親日にすれば60年間彼

等は親日になってくれるかもしれません。だから私のイベントには常にphilippines-japan friendship と冠名が付いています。

全て私のワンスポンサー。鼓笛隊、絵画コンクール、運動色んな事に奉仕して来ました。来年は戦後75年,再来年はフィリピ

ン日本平和条約65年。文部省全国小学生絵画コンクールをしたいと思っています。初めての全国大会です。1320万人参加

ですのでphilippine japan friendship cup を1320万人聞くことになります。最高賞金は110万円(500000php)フィリピンでは家が

買えます。記憶に刻むにはインパクトが必要なのです。幸い私は皇室の御説明役を務めて居りましたので絵画は得意です。 

 よく聞かれるのは、どうしたら受賞できるのか？私がいつもお答えするのは。ロータリーに入って来た時に何かしたい事があ

りましたか？それを続けて行けば如何でしょう？そしたら上から降ってきます。ロータリーでの賞は過去の業績によるものでは

なく、未来の奉仕に対する契約です。終わりではなく途中経過なのです。私は受賞する時に責任しか感じません。私の行動

=日本のイメージなのです。フィリピンの田舎に行きますとテレビで見た貧困に出会います。裸の子供達、素足の子供達が居

ます。水道も井戸も無いからポリタンクみたいなもので水を時間をかけて汲みに行きます。フィリピンにはaetaと呼ばれる原住

民の人が所々に居て貧困に苦しんで居ます。いつも色んな所の子供達に服やスリッパを替えを含めて差し上げるようにして

います。井戸を作る為に110万円かかります。くずはロータリーでのご支援を一度ご検討頂ければ幸いです。 

11月21日 ｽﾋﾟー ﾁ  森 賢司 会員 

〇年度役員・理事及び次々年度会長 下記決定しました！ 

・副会長 橘喜久夫 会員  ・幹 事 白井博己 会員  ・会 計 原 正和 会員  ・SAA    木﨑信也 会員 

・理 事 原田武夫 会員   ・理 事 高橋克文 会員  ・理 事 宮地康弘 会員  ・理 事 堀井慎一郎 会員 

・理 事 田代ミチル会員  ・理 事 日野守之 会員  ・理 事 川島䭾博会員  ・理 事 内田智久 会員 

・理 事 粟津直晶 会員   ・2021-22年度会長  米田 勉 会員 

〇2019定款ならびに細則改正案（理事数を6名を６名から9名に変更） 

 総会定足数の賛成を得て本件は承認されました 

 

クラブ協議会「年次総会並びに2019定款細則改正」  
 


