
 

例会プログラム  

１２：３０ 開会点鐘  

・ロータリーソング 「四つのテスト」 

・お客様紹介 

・会長の時間 

・ご挨拶 枚方RC会長 林   武 様 

           幹事 大西規由 様 

      交野RC会長 木本辰也 様 

           幹事 田崎一人 様 

・7月記念品贈呈 

 入会記念日御祝・誕生日御祝 

―   お食事の時間 ― 

・幹事報告 

・出席状況報告他 

・理事就任ご挨拶  

原田理事・日野理事・宮地理事・田代理事 

髙橋理事・堀井理事・内田理事・川島理事 

粟津理事 

・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３回友好クラブ準備委員会＞ 

13:40～ 仙亭4階 

 初木、山口尚志、國田、橘、米田、源本 

 白井、宮地 

 「 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 

本日の歌♪ 

￥201,000- 

   ￥201,000-  

■本日の配布物 

①７月８日週報 

②ロータリーの友７月号 

③委員会構成表(最新版) 

④青少年交換募集のお知らせ 

■本日の回覧物 

①ガバナー月信7月号 

■地区行事等出席報告(敬称略) 

6/23 米山奨学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ   多田 

■地区行事等出席予定(敬称略) 

7/27 3組新旧会長幹事会 

           國田、橘、初木、白井 

 

  

＊会員の皆様の健康長寿を祈る  今中七郎 

＊１年間頑張りますので皆様ご協力 

  お願いします           初木賢司 

＊皆様御協力宜しくお願い致します白井博己 

２１７４ 
 7  1 

  84名 

 52名 

 65.82％ 

2171 
  59.74%   

 32名 

  1名 

  6名 

2020-21年度クラブテーマ 

「一視同仁」～優しさを育てよう！～ 

今後の予定 

8月5日(水) 

ひらかた仙亭 

12:30～13:30 

■「増強月間に因んで」 

  粟津直晶委員長 

■3分間ｽﾋﾟー ﾁ  荒幡会員 

■第2回定例理事会 

７月15日(水)定款により休会① 

■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 

  秀島会員 

７月22日(水) 

ひらかた仙亭 

12:30～13:30 

＊初木会長役員の皆様の船出をお祝いして 

                             三木 彰 

＊初木会長1年間宜しくお願い致します   藤原和彦 

＊待ちに待った初木会長の年度を迎えた喜びに 

                             原田武夫 

＊初木会長の船出を祝って          髙島叔孝 

＊新会長の出発を祝して            畠仲 聡 

＊SAAがんばります！              木﨑信也 

＊2020-21の初例会おめでとうございます     日野守之 

＊初木会長役員の皆様これから1年間 

  よろしくお願いします             川島吉博 

＊皆出席記念品を頂いて 初木会長と 

  新役員の皆様宜しくお願い致します  駕田  毅 

＊おめでとうございます初木会長頑張って 

 ください                       國田欣吾 

＊木﨑SAA ヒヤヒヤした            多田利生 

＊初木丸出港を祝します             山中  卓 

＊新しい船出初木会長よろしくお願いします田中商人 

＊初木会長の船出にお喜び申し上げます 瀬川裕一 

＊初木会長1年間宜しくお願い致します   今平健一 

＊今年度も宜しくお願いします             松吉冨美彦 

＊新役員の皆様1年間宜しくお願いします  養老孝雄 

＊初木会長年度1年間宜しくお願いします 田代ミチル 

＊新しい年度も宜しくお願いします     中島  一 

＊新年度を祝して                松田伸一 

＊初木丸の門出を祝して           原  卓生 

＊初木会長はじめ執行部の皆様よろしくお願い 

  いたします                   大橋智洋 

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 



 今年度会長をさせていただきます初木でございます。ただいま山中先生から「しっかりせえよ」と叱咤

激励の言葉をいただきました。昨年度創立45周年を終え、50周年に向けて更なる発展と活躍が期待

される重大な時に、第47代の会長をさせていただき、身の引き締まる思いでございます。くずはＲＣの

良き伝統と歴史を振り返り、これからも続く長いクラブの歴史の1ページを大きなトラブルもなく、綴り終

える事を目標に頑張って参りますので、どうぞお力を貸しいただきますようお願い申し上げ、ご挨拶と 

  いたします。 

 

 前年度、幹事に引き続まして、本年度、副会長及びクラブ奉仕委員長を仰せつかりました橘でござ

います。初木会長のもと、本年度テーマであります「一視同仁」優しさを育てようの、テーマに向かっ

て、会長のお役に立てるように協力と行動し努力をしていきたいと思っています。 

 また、クラブ奉仕委員長としましては、クラブ全体の運営をしながら各委員会との調整を円滑にし、会

員皆様の御意見を聞きながら楽しいクラブまた例会になる様に、この一年間、努力をしていきたいと

思っていますので、ご指導ご鞭撻を宜しくお願いしまして就任の挨拶とさせていただきます。 

 

    

 今年度幹事を担当させて頂く白井です。幹事としまして、初木会長の方針の下、会員皆様に楽しみ

に来て頂けるクラブ運営を目指いく所存です。しかしながら、新型コロナウイルスの終息が見えない状

況が続いています。安心・安全な例会の開催の為、クラスター発生源にならない為、当面、いくつかの

対策をしての例会開催となります。御協力お願いいたします。  

 各委員会には今年度の事業計画を作成頂いておりますが、新型コロナウイルスの影響で、様々な行

事開催の中止、見直しが発生しています。これに伴い、従来の活動の中止、見直しをしなくてはけない 

事例が出てきています。こうした中、会員間の繋がりを深めていくことが、新型コロナウイルス終息後の 

           活動に結び付くと考えます。今年度、幹事としてベストを尽くしていく所存です。ご指導、ご協力宜しく

お願いいたします。 

  

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

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

間になるよう努めてまいります。  

就任のご挨拶  
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【  ご入会おめでとうございます   】 

   大塚 サトシ 新会員 39才          

  ㈱ライフエステート代表取締役 

         不動産業 

 稲井  顕 新会員 45才 

イーリンク㈱ 代表取締役 

 不動産業コンサルタント 

20-21年度 第1回定例理事会報告 

 

①年間行事予定の件  承認 

②各委員会事業の件  承認 

③会費・ﾋﾞｼﾞﾀｰﾌｨの件 承認 

④寄附目標の件 米山3万円･財団150＄･ﾎﾟﾘｵ50＄   承認 

⑤20-21年度予算の件  承認 

⑥(21-22派遣)青少年交換の件 会員対象として募集  承認 

⑦地区補助金事業の件 社会福祉協議会へ車椅子寄贈 承認 


