
2022年11月9日第2222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 

  「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 

＊新入会員様いらっしゃい！ 粟津直晶  

＊楽しいミーティングでした   林  宏毅 

＊田島さんおめでとうございます 

                    古川卓志 

＊田島会員ご入会おめでとうございます  

                                               鳳山成志 

＊夜間例会に出席した喜びに  

                                                安江浩一 

＜2022-23年度役員・理事＞ 

10/27 交野RC訪問           岩本 

10/28 寝屋川RC訪問         岩本 

10/29 5RC親睦ゴルフ大会 

   橘、山口伊太郎、岩本、髙島、 米田 

  日野、宮地、中島、朝川、田中、森岡 

     河本賢一、森岡、堀之内、 川上 

            鳳山、原卓生  17名 

 11月御祝 

 本日の配布物 

①１1月9日週報 

②卓話者プロフィール 

③ロータリーの友11月号 

④クリスマス家族例会のご案内 

 

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  

＊会長の時間 

＊５RC親睦ゴルフ大会表彰 

    枚方RC  仲 光男 会長 

 ― お 食 事 ― 

＊記念品贈呈 

＊米山奨学金贈呈 

＊幹事報告 

＊出席状況報告 

＊その他委員会報告 

＊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」 

  かみむら農園 上村慎二 様 

＊謝辞  白井博巳 会長エレクト      

＊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５F 

 橘、白井、岩本、山口尚志、國田 

＜第5回定例理事会＞例会場終了後 

 橘、岩本、米田、白井、源本、粟津 

 瀬川、秀島、國田、岡山、養老 

 杉森、原卓生、宮地、髙橋、木﨑 

 鳳山、松吉、田代、三好(代理) 

 プログラム 

 本日の回覧物 

①ガバナー月信11月号 

  ￥24,000- 

 ￥462,288-  

2022年10月26日現在   

例会場：輝きプラザきらら 

 今後の予定 

 

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 

 

 

11月16日(水) 
12:30～13:30 
  きらら 

■卓話「月間に因んで」 

         長友財団委員長 

■３分間ｽﾋ゚ｰﾁ 鳳山会員 

■長期計画委員会 

1１月２３日(水）祝日休会 

第2221回 
夜間例会出席報告(10月26日) 

会員総数 87名 

出席会員  
42名 

（オンライン参加者2名） 

出席率 53.85％ 

欠席会員 45名 

出席免除会員 9名 

メーク会員 0名 

☆入会記念日祝６名 

 原田武夫会員 岩本昌治会員  

 髙島叔孝会員 畠仲 聡会員 

 岡山量正会員 若林尚史会員   

☆お誕生日祝 ９名 

 中谷賀久会員 松吉冨美彦会員 

 山本なをみ会員 内田智久会員   

 髙橋克文会員 鳳山成志会員 

 中村正継会員 稲田博旭会員 

 河本昌信会員 

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 

11/19 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） 

 地区行事等出席報告 （敬称略） 



改めまして、皆さんこんばんは。先日は、献血活動またポリオ根絶啓発活動と、養老社会奉仕委員

長、杉森委員長はじめ会員の皆さん一日中お疲れさまでした。 

 さて、10月5日の理事会において指名委員に決まりました白井会長エレクト、岩本ガバナー補佐エ

レクト、山口尚志会員、國田会員、橘で、先ほど第１回指名委員会を開催し、指名委員長に岩本ガバ

ナー補佐エレクトに決定しましたので報告いたします。 

 今年度初めての夜間例会となりますが、皆様に訃報をお伝えいたします。 

くずはロータリクラブのチャーターメンバーであります今中七郎会員（享年100歳）が、残念ながら病院

でリハビリ中に新型コロナウィルスに感染されまして、10月22日土曜日の午前0時44分頃にご逝去さ

れました。つきましては、コロナ感染のため家族葬で執り行うとの事で、葬儀参列はご辞退申し上げま

すとの事でしたので、皆様にはあえてご連絡はいたしませんでした。先日の白寿のお祝いの寄せ書きをお渡しする予定

でおりましたが、お渡しすることが出来ず残念な結果になりました。また何かの折にお供えしたいと思っています。 

ここに謹んでお悔やみ申し上げ、クラブの皆さんにご起立いただき、一分間の黙とうを捧げたいと思いますので宜しくお

願いします。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】  

 田島 嘉樹 新会員 （４5歳） 

 事業所   田島測量事務所 代表者 

 職業分類 建設測量 
 

 初めまして、この度入会させて頂きました

田島嘉樹（たじまよしき）と申します。昭和５２

年交野市にて生を授かり、現在も交野に在

住する４５歳です。この度、ご縁を賜り入会さ

せて頂くこととなりました。職業は測量業を営んでおり、大阪府下を

中心に不動産関連の測量および土地開発関連の業務をさせて頂い

ており、測量業に関わってから27年間、測量業に勤しんで参りまし

た。事業独立から１７年経ち、未だに業務に明け暮れる日々の中、こ

の様な新たな出会いの機会を頂けたことに感謝致します。まだまだ

若輩者の私ですが、何卒宜しくお願い致します。 

【新入会員歓迎会並びにロータリー100周年を祝う会】 

【会員研修】テーブルディスカッション テーマ「くずはRC末来創造」 

入会おめでとうございます 

 国際ロータリー第2660地区 KUZUHA ROTARY CLUB  発  行   
創立：1974年5月30日 承認：1974年6月25日 
ｸﾗﾌﾞ名称変更承認：2005年6月6日 

会      長 橘 喜久夫 
広報公共イメージ委員長 龍見 洋祐 

〒573-1121 

枚方市楠葉花園町14-2㈱樟葉パブリックゴルフコース３F 

TEL：072-804-9037 FAX：072-804-9038 
Email：info@kuzuha-rc.jp  URL:http://www.kuzuha-rc.jp/ 

 

    発表 川野滋久会員   森岡順一会員 

    

＊服装について 

・カジュアルOK。作業中に抜けてくる場合もあるのでくずはRCポロシャツでも 

 良いか。打ち合わせ後、そのまま参加できればうれしい。ガバナー訪問 

 等はスーツ着用。 

＊例会について 

・夜間例会を増やしてほしい。半々くらいが良い。昼間だとなかなか交流が 

 図れない。夜間は時間が比較的とりやすい。 

・出席率向上を目指す。顔を合わせて親睦を深めよう。 

＊事業について 

・くずはRCとして特化した事業をしていきたい。地域に根差した事業、簡単でも 

 仲間として行動・継続できる事業など。 

＊友好クラブ訪問等もっと行い、交流を深めたい。 

＊現事業も見直して実感のある共に活動する事業をしていきたい。  

                     ※各テーブルの意見を抜粋し掲載しました 

＜くずはRCゴルフ同好会＞ 

新メンバー大歓迎コンペ 

2022.11.2(水) 関西カントリー倶楽部 

 

 

 

 

 

 

          Out In Gross  Hdcp Net   

優勝 松吉会員  43 50  93  29.0 64.0  

２ 位 宮地会員 45 45  90  22.0 68.0 

３ 位 森岡会員 43 44  87  18.0 69.0  

ﾍﾞｽｸﾞﾛ賞 河本賢一会員 

           36 38  74   4.0 70.0 

最優秀新人賞 吉岡会員 

           53 48  101  31.0 71.0          


