
 

例会プログラム  

１２：３０ 開会点鐘  

・国歌斉唱 

・ロータリーソング 「奉仕の理想」 

・お客様紹介 

・会長就任のご挨拶 

・前年度役員へ記念品贈呈 

・入会式 

・乾杯 

―   お食事の時間 ― 

・出席状況報告他 

・前年度ﾎｰﾑ皆出席ならびに 

  皆出席会員へ記念品贈呈 

・副会長就任のご挨拶 

・幹事就任のご挨拶 

・幹事報告並びに 

 20-210年度プログラム発表 

・SAA就任のご挨拶 

・米山奨学金授与 

・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） 

＜第1回定例理事会・クラブ協議会＞ 

13:35～ 仙亭4階 

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、田中商人、森岡、髙島、川上 

林宏毅、多田、北川、山口伊太郎、山口尚志 

 「 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 

本日の歌♪ 

￥389,000- 

￥1,852,363-  

■本日の配布物 
①７月1日週報 

②ロータリーの友7月号 

③20-21年度事業計画書 
初木会長・ＲＩ会長・ｶﾞﾊ ﾞﾅｰ・補佐方針と

略歴、委員会構成表、事業計画書、年間

プログラム、20-21年度例会について 

■本日の回覧物 
①ガバナー月信7月号 

 
 

＊國田会長ご苦労様でした       駕田 毅 

＊この一年の重みを感じて次年度以降も 

 ロータリー活動頑張ります      柿丸 裕 

＊「また一年が終わったなあ」つくづくその味を 

 かみしめています ありがとうございました  

                   山中 卓 

＊もう半年間会長を続けてはどうですか 宮田 明 

＊國田会長役員の皆様 1年間ありがとうござ 

 いました               川島吉博 

＊國田会長もう一度会長職を！    山口尚志 

＊1年間大変お疲れさまでした     岡山量正 

２１７３ 

 6  24 

  83名 

 48名 

 64.00％ 

2170 
  58.11%   

 31名 

  4名 

  10名 

2020-21年度クラブテーマ 

「一視同仁」～優しさを育てよう！～

�������年度新役員の皆様 

 

 

 

 
 木﨑SAA 橘副会長 初木会長 白井幹事 

＊1年間お世話になりましてありがとうございました 

 すばらしい感動をいただきました    國田欣吾 

＊國田会長1年間ありがとうございました 山本なをみ 

＊1年間ありがとうございました      橘喜久夫 

＊國田会長1年間ありがとうございました  源本将人 

＊2019-2020 お疲れ様でした      粟津直晶 

＊國田会長年度ありがとうございました 田代ミチル 

＊お土産を頂いた喜びに         上山芳次 

＊國田会長はじめ役員の皆様1年間ありがとうござ

いました 大塚会員ご入会おめでとうございます 

                          大橋智洋 

＊國田会長1年間ありがとうございました  森岡順一 

＊執行部の皆様ありがとうございました  

 お疲れ様でした               林 宏毅 

＊1年間ありがとうごいざいました     米田 勉 

＊最後の例会ありがとうございました 次年度も 

 宜しくお願い致します           安江浩一 

＊國田会長1年間本当にお疲れ様でした 内田智久 

＊國田会長1年間ありがとうございます   瀬川裕一 

＊國田会長1年間お疲れ様でした      中島  一 

＊役員の皆さま1年間おつかれさまでした 田中商人 

＊國田会長他役員理事の皆様1年間ありがとうご 

  ざいました                   朝川惠輔 

＊國田会長はじめ役員の皆様有難うございました 

 國田会長にはいつも親睦委員会にお気遣い頂き 

 感謝申し上げます              髙橋克文 

＊ﾛｰﾀﾘｰﾃﾞｰ登録費(¥168,000)ﾆｺﾆｺ寄付へ 

     (5月定例理事会決定) 

今後の予定 

■決算予算審議 

 19-20年度決算審議 

 20-21年度予算審議 

■3分間ｽﾋ゚ｰﾁ 

  秀島伸彦会員 

７月22日(水) 

ひらかた仙亭 

12:30～13:30 

７月８日(水) 

ひらかた仙亭 

12:30～13:30 

■理事就任挨拶 

 4大奉仕理事、特別理事 

長期計画・研修・増強・

親睦各理事 

■枚方・交野RC新年度 

 会長幹事様来訪 

７月15日(水)定款により休会① 



                                                

 

  テーマ   「 一 視 同 仁 」  ～優しさを育てよう！～ 

 

                                    くずはロータリークラブ 

     

                                2020-21年度 会長  初木 賢司 

 

 我々の「くずはロータリークラブ」は、創立４５周年を終え、５０周年に向けさらなる発展と活躍

が期待されるクラブとなっております。そのような重大な責務を感じる中での第47代の会長を務

めさせて頂くことに、改めて身の引き締まる思いです。 

 

 2020-2021年度RI会長「ホルガ―・クナーク」氏のテーマは「ロータリーは機会の扉を開く」です。ロータリーは価値

を共有し、高潔な心を持つ人のコミュニティであり、友情と人派づくりの機会が、人々をロータリーに引きつけ、クラ

ブにふさわしい新会員を募ってさらなる組織を強くし、行動を起こすことでロータリーを成長させていこう! と述べら

れています。 

 

 また、私たちは世界で、地域社会で、そして自分自身の中で持続可能な良い変化を生むために人びとが手を取

り合って行動する世界を目指しているとビジョン声明を発しています。 

 これを基に当地区、簡ガバナーは「BACK,To the FUTURE」～基本に戻って、未来を～ をテーマにロータリー

の基本を再確認し、ロータリアンとしての誇りと自信を持ち、ロータリーの未来をつくることを目指しておられます。  

 これらを踏まえ本年度くずはロータリークラブの指針として、『一視同仁』～優しさを育てよう～をテーマとして、人

に尊敬されるリーダーとは、自分の欲情や好き嫌いによって差別的な待遇をしないという平等精神（四つのテスト）

の再認識を行い、ロータリアンとなって様々な体験をし、社会に貢献し、一緒に奉仕できる友情と新しい事や人に

出会える機会の扉を開いていきたいと思います。 

 

 新しい人との出会いには、その人たちがロータリーを楽しんでもらうことが大切ですが、古いロータリアンにとって

も楽しみであることをを忘れてはなりません。 

 私たちは、お互いの付き合いを楽しみながら、様々な活動、奉仕を実践し、充実した時間を過ごしたいと思って

おります。 

 

 くずはロータリークラブの良き伝統と歴史を振返り、ふと忘れがちになる大切な優しさの心を改めて感じるような例

会やクラブ運営を目標に微力ではございますが、1年間頑張って参りたいと考えておりますので、諸先輩の方々

や、若き会員の方々のお力をお貸し頂きますことをお願い致しまして、所信並びに基本方針とさせて頂きます。 

                                                   

会長方針所信並びに基本方針 

 初木 賢司 会長 



 

 

  本年一年、会長を務めさせていただき、皆様には大変お世話になりましてありがと

うございました。今年に入って新型コロナウイルス感染が世界中に拡がり、３月から５

月末まで例会が休会となるなど、思いもしなかった一年となりましたが、会員の皆さん

のおかげをもちまして無事終える事ができました。会長として皆さんの期待に十分に応

えられなかったと思いますが、私にとっても60歳を超えて大きな素晴らしい経験をさせ

ていただき皆さんに感謝しています。 

 会長職を終えることができましたのも三役をはじめ、執行部の皆さんとすべての会員の皆さんに支え

ていただいたからと感じています。皆損への感謝でいっぱいです。お世話になった各委員長へひとりひ

とりこの場でお礼を申し上げたいところですが、時間が限られていますので、今夜の新旧理事会で改め

てお礼を申し上げさせていただきます。 

 この一年を振り返りますと、7月より本年度のテーマ「くずはロータリークラブの輝かしい未来に向け

て」を目標にスタートをさせていただき、10月に創立45周年式典を開催し、高島実行委員長をはじめ実

行委員会の皆様には大変お世話になり、無事終えることができました。そして、12月にはクリスマス家

族例会があり、多くの皆さんとともに楽しい時間を過ごさせていただきました。充分に達成することが

できませんでしたが、道筋は皆さんのおかげでつけられたと思っています。 

 2月より新型コロナウイルス感染が拡大して、4月には緊急事態宣言が発動され、学校の授業やスポー

ツ活動すべてが自粛になりました。おそらくこれからの社会構造は大きく変わるような気がしておりま

す。会員の皆さんの職業においても影響があったと思います。そのような中でも会員の皆さんは我々の

目的である地域への奉仕精神をもって進んでいただき感謝しています。 

 会長を一年間務め、歴代会長の皆さんのご苦労とクラブ運営の難しさ、ロータリーの奥深さを感じま

した。次年度は、初木会長をはじめ、理事の皆さんはロータリーをよくご存じの方ばかりですのでさら

にくずはロータリークラブに歴史を刻んでいただきますよう願っています。 

 最後に、私にとっては皆さんのおかげでよい経験と感動をいただきましたことを心より感謝申し上げ

まして退任のご挨拶とさせていただきます。 

 

 

 一年間、國田会長の下、副会長させて頂きました米田でございます。私の仕事は新入会

員のオリエンテーションをおこなったり、お客様の卓話の謝辞をおこなったり、一番重要

な仕事としましては会長をサポートする事でありますが、会長が完璧でございましたので

サポートはいらなかった気がします。皆様、一年間ありがとうございました。 

 

 

  

 改めまして、今年度の幹事をさせて頂きました橘です。この大役を前年度の川島幹事よ

り引き継ぎまして、この大役が務められるのか不安でしたが、会長と会員皆さん、また事

務局の阪本さんのご協力のおかげで、何とか無事に最終例会まで務める事が出来ました。 

 この一年間、初めての経験で不手際その他、色々ありましたが無事終える事ができ、

やっと肩の荷が降ろせます。又、協力できることが在ればこの経験を生かしていきたいと

思います。簡単ですが退任の挨拶とさせていただきます。一年間本当にありがとう御座い

ました。 

退任のご挨拶 2019-20年度役員皆様  

  國田 欣吾 直前会長 

 米田 勉 (前)副会長 

   橘 喜久夫(前)幹事 



 まずは、本年１年間ありがとうございました。林宏毅先輩からSAAのバトンを引き継

ぎ、不安の中始まった、例会・理事会を皆様が温かく見守ってくれたのと、時には厳しく

叱咤激励をいただいたことに重ねて感謝を申し上げたいです。（岩本先輩・小北先輩） 

 そして、SAAとして掲げた目標、とくに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たかったのですが、なかなかうまくいかず少し残念

な気持ちでありますが、私自身、本当に勉強になり楽しい１年でした。 

 重ねて新型コロナウイルスウイルスで約3ヶ月間例会等が中止になり、非常にやり残した感はいなめな

いですが、私の尊敬する次年度木﨑先輩にSAAのバトンを託したいと思います。 

 最後に國田会長・橘幹事・米田副会長・理事会構成メンバー・全会員の皆様・そして阪本さんに感謝

を申し上げて退任の挨拶にかえさせていただきます。1年間本当にありがとうございました。 
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19-20年度新旧合同理事会 

2020年6月24日(水) 於：ひらかた仙亭4階  18:00～20:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

國田会長はじめ役員理事の皆様、ありがとうございました！ 

○2019-20年度 ホーム皆出席 10名  

 

國田欣吾 会員 皆出席 20回／在籍21年 

川島吉博 会員     16回／24年  

米田 勉 会員     14回／18年 

岡山量正 会員     10回／23年 

源本将人 会員      9回／13年 

橘喜久夫 会員      8回／10年 

林 宏毅 会員      6回／9年 

今平健一 会員      4回／4年  

松吉冨美彦会員      4回／4年  

柿丸 裕 会員      3回／5年 

 

〇2019-20年度 皆出席会員 23名 

 

31回皆出席 宮田 明 会員 31/31          

27回皆出席 岩本昌治 会員 27/29            

      駕田 毅 会員 27/27 

       髙島叔孝 会員 27/27  

18回皆出席 初木賢司 会員 18/18 

16回皆出席 山口尚志 会員  16/21 

14回皆出席 日野守之 会員 14/15 

 4回皆出席 稲田義治 会員 4/8 

      川上和之 会員 4/4             

      田中商人 会員 4/4 

 3回皆出席 森岡順一 会員 3/5  

      松田伸一 会員 3/3  

 2回皆出席  粟津直晶 会員 2/13 

            白井博己 会員 2/8                     

           内田智久 会員 2/2 

      高橋克文 会員 2/2  

 1回皆出席 木﨑信也 会員 1/13 

      瀬川裕一 会員 1/5 

      宮地康弘 会員 1/2 

      杉森久哉 会員 1/2 

      河本賢一 会員 1/1 

 8月28日入会以降皆出席      

   原 卓生 会員  安江浩一 会員 

  

國田会長より 次年度初木会長へ 

 くずはRC会長バッジの伝達 

   (6月24日例会にて) 


