
2022年11月16日第2223回例会 2022-23 Rotary International Theme 

   2022-23年度 クラブテーマ 
「対話から生まれる創造性を求めて～世代を超えて奉仕の価値観を共有しよう～」 

会   長  橘 喜久夫       
直前会長  米田  勉    
会長エレクト  白井 博巳   
副 会 長    源本 将人  

幹  事  粟津 直晶    
S A A  瀬川 裕一 
会  計  秀島 伸彦 
特別理事 岡山 量正 

理事(長期計画) 國田 欣吾 
理事(職業奉仕) 原   卓生   
理事(社会奉仕) 養老 孝雄 
理事(国際奉仕) 杉森 久哉 

理事(青少年奉仕) 宮地 康弘 
理事(クラブ研修) 木﨑 信也 
理事(親   睦) 髙橋 克文 
理事(会員増強) 鳳山 成志 

 本日の歌 

  「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 

＊貴重な時間をいただいて  

          枚方RC会長 仲光男 様  

＊かみむら農園様ステキです  稲田博旭 

＊第2222回例会に50才の誕生日祝いを 

 頂いたよろこびに        髙橋克文 

＊５RCゴルフ大会(鳳山会員準優勝）と 

 新会員歓迎コンペ(松吉会員優勝) 

 ありがとうございました     田中商人 

＊第2222回例会に出席できた喜びに 

                    林 宏毅 

＊入会記念をいただき有難うございます 

                    畠仲 聡 

＊入会記念品をいただいて  原田武夫

＊松吉会員コンペ優勝おめでとうござい 

  ます               秀島伸彦 

＊くずはRCゴルフ同好会で初優勝 

  メンバーに感謝      松吉冨美彦 

＜2022-23年度役員・理事＞ 

 本日の配布物 

・１1月16日週報 

 

 

 

 

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  

― お 食 事 ― 

＊会長の時間  

＊米山寄付表彰 

＊幹事報告 

＊出席状況報告 

＊その他委員会報告 

＊3分間スピーチ  

            鳳山成志 委員長 

＊卓話 

 「ロータリー月間に因んで」 

     長友 克由 委員長  

＊ニコニコBOX報告  

１３：３０ 閉会点鐘 

＊本日の会合（敬称略） 

＜指名委員会＞11時～会議室７F 

 橘、白井、岩本、山口尚志、國田 

＜第1回長期計画委員会＞ 

 例会場終了後  例会場 

 橘、米田、白井、源本、粟津、小北 

 山口尚志、國田、川島、高島、柿丸 

 プログラム 

 本日の回覧物 

・ありません 
  ￥59,000- 

 ￥521,288-  

2022年11月9日現在   

例会場：輝きプラザきらら 

 今後の予定 

12月17日(土) ← 12月21日(水) 

クリスマス家族例会 

 

 

11月30日(水) 
 12:30～13:30 
 旧メセナ６F 

■外部卓話 

ｺﾐｭﾆｹー ｼｮﾝコンシェル

ジュ 吉田正美 様 

■RYLA実行委員会 

 

12月7日(水) 
12:30～13:30 
  きらら 

■クラブ協議会 

 「年次総会」 

■定例理事会 

 

12月14日(水) 
12:30～13:30 
木曽路 枚方店 

■卓話 

  坂槇会員・川野会員 

  吉岡会員 

■被選理事会 

1１月２３日(水）祝日休会 

第2222回 
夜間例会出席報告(11月9日) 

会員総数 87名 

出席会員  
44名 

（オンライン参加者2名） 

出席率 57.14％ 

欠席会員 43名 

出席免除会員 10名 

メーク会員   0名 

お客様    
  かみむら農園      上村慎二  様 
  米山奨学生 グェンティンビックホン 様 

11/19 米山奨学梅吉館訪問         

               林、米山奨学生 

 地区行事等出席予定 （敬称略） 

10/19 第4回RYLA委員会      中島 

11/9  3組会長幹事会  岩本、橘、粟津 

11/9  枚方市制施行75周年記念式典 

                       源本 

11/9 第5回地区青少年交換委員会 

                      松吉 

11/14 23-24年度地区員活動方針 

 事業希望予算についての面談 松吉 

 地区行事等出席報告 （敬称略） 



 改めまして、皆さんこんにちは。まず初めに皆さんに申し上げたいのは、今日の例会は2022年第

2222回例会です。この同じ数字が並ぶ今回の例会は記念すべき珍しい例会になりますが、2000回例

会は何時だったかのか調べますと、6年前の2016年5月21日に小北歴代会長年度で２０００回記念例

会を開催しています。今日はこの例会に並ぶくらいの珍しい記念例会になると思います。 

 今日は、枚方ロータリクラブ会長仲様がお越しになっています。先日のチャリティーコンペではお世

話になりありがとうございました。 

 さて、今年の冬は寒くなると予報が出ています。季節の変わり目には体調にはくれぐれも気を付けて

下さい。また、最近会員の身近な方々の訃報をよく耳にしますのと、新型コロナウィルス感染患者も増

えているようですので、感染しないように気を付けて頂きたいと思います。 

 先ほど11時より第２回指名委員会を開催いたしまして岩本指名委員長のもと、次年度に向け動き出しています。 

 今月は財団月間です。財団は様々な種類の寄付金があり、次回の例会で長友財団委員長から詳しいお話があると思

います。皆さんも沢山の寄付をされてメジャードナーを目指して頑張って下さい。 

 最後に、本日１３時半より枚方市政75周年記念式典がありますが、例会と重なっているため源本副会長に出席をお願

いしています。以上で会長の時間を終わります。 

 

橘 喜久夫 会長 

【会長の時間】  

クラブホームページ 
リニューアルしました！ 
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＜くずはRC釣り同好会＞ 

2022.11.10(木) 海上釣り堀オーパ  

 

 

 

 

 

 

           

＜５RC親睦ゴルフ大会＞ 
2022.10.29(土)  

交野カントリー倶楽部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

団体優勝 くずはRC 

【外部卓話】「古（いにしえ）の未来型循環農業」 
～みどりの食料システム戦略への法律変更によるこれからの有機農業について～ 
・自己紹介 

・かみむら農園のやっている有機農業の説明  

 （オカラぼかし肥料や竹チップの活用法） 

・有機農業ってなに？ 

  ①これまでの慣行農業の考えとの違い（リービッヒの無機栄養説） 

  ②有機野菜と無農薬の違い（これまでの有機農業。有機農業運動について） 

  ③有機農業におけるアミノ酸活用（有機の状態で作物は栄養吸収できるの？） 

  ④きちんとした理論立てによる高栄養か有機農産物作り 

 

上村慎二 様 

  原田会員    岩本会員    畠仲会員        髙橋会員 鳳山会員 松吉会員 河本昌信会員 山本会員 稲田会員      11月分を贈呈しました 

  釣り大会 優勝は森岡会員でした 


