
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
≪ 前回例会(2005.7.13)の主な内容 ≫ 
■ 西宮 重和会員ご逝去されました。 
2005 年 7 月 8 日午前 3 時 18 分ご逝去 (享年９４歳) 
1968 年 2 月 21 日当クラブに入会され、 第 12 代目の会長を
勤められました。  西宮会員のご冥福をお祈りし黙祷を捧げ
たいと思います。                    （全員黙祷） 
 
 ゲスト紹介                  （親睦活動委員会） 
内田 年弥氏  三洋電機㈱ 常勤監査役 
 
 会長の時間                   （疋田 副会長） 
 いつからか、月に１回副会長の時間が設けられ、恒例になり
まして今年も喋るようにと命ぜられました。月１回お耳をけがし
ますがよろしくお願い申し上げます。 
 いよいよ三浦丸の出航と言うことで、何かめでたい話を。 
 中国の笑話集から、昔、結婚する二人が事前に見合いの機
会すら与えられず、写真などもちろん無く、お互いに顔すら知
らなかったと言う時代。  

ある男ようやく結婚することになったが、花嫁は、それまで
会ったこともない女性である。 めでたく初夜が済んだ翌日、
悪友達は早速 「夕べはどうだった？」 とからかいはじめ、そ
のはやし立てに対して男は、庭の地面に、「北」という字を書
いた。翌日、また同じ質問に対して男は「比」という字を書き、
そして三日目、また同じ質問を発する悪友たちに対して男は
ニヤニヤしながら「臼」という字を書いたというのである。 

野暮な注釈を付ければ、最初に書いた「北」は二人が背中
をそむけあっっている形を示す字である。夫婦が初めて一緒
に過ごした夜、「北」の形で寝た。結婚前には顔すら知らず、
当日初めて対面したのだから無理もない。 

翌日、二人は「比」の形になった。「比」は二人が同じ方向を
向いて並んでいる形で、そこからこの字は「並ぶ」という意味で
使われる。初日は「北」だったのが、男か女かのどちらかが向
きを変えたわけで、三日目に二人は「臼」という字になったまこ
とにめでたしめでたしである。 

 
幹事報告                       （篠崎 幹事） 
□ 本年度上期会費請求書、事業計画書をメールＢＯＸに配

布しております。 
□ 週報綴りのファイルをご用意しています。 
□ 地区よりポール･ハリス氏夫妻の住居を保存するための

「カムリーバンク募金」をよろしくお願いします。 
（５００円程度） 

□ 新入会員の内田会員には、親睦活動委員会に所属して
いただきます。 

 
委員会報告  
広報雑誌・会報委員会            （田代 委員長） 

第 1 号の週報発刊の報告 
親睦活動委員会                （花光 委員長） 

情報（家庭）集会のご案内 
7 月 20 日（水） １８：３０～ 場所：柿右衛門 

委員会だより 
社会奉仕委員会 
日時： 7 月 13 日（水） １３：３０～ 
出席者： ８名 
議題： １）３救運動の継続 ２）八島町交差点看板の書き換え 

３）守口市民まつり参加 ４）交通安全運動への参加と 
啓発 ５）社会奉仕賞（2-3 名） ６）環境問題、資源問 
題の意識調査 ７）薬物乱用、ＢＢＳ運動                                               

 

 ２ 

 
井上会員の退会ご挨拶と内田新入会員の御紹介 

本日例会 7 月 20 日 2176 回 

「スモーキーマウンテンの子供達」 
国際奉仕委員会 

次回例会 7 月 27 日 2177 回 

「会員選考について」 
常盤 泰弘 会員 

ニコニコＢＯＸ            (Ｓ.Ａ.Ａ)
 

井上 会員   一年間どうもお世話になりました。 

田代 会員   週報第 1号無事発刊出来ました。 

雛壇一同    2005～2006 年度一年間の出航を致します。皆様の暖かいご支援ご協力を 

          よろしくお願い申し上げます。（第 1号未掲載分） 

7/13    結婚誕生・ニコニコＢＯＸ 累計 100,000 円

出 席 報 告 

例 会 日  出席 欠席    出席率 

7 月 13 日   35    13  72.91%（59 名中 11 名免除）

6月 22日  41 免除会員出席 8名 メークアップ 4名（71.92%） 



 卓  話  

 
「2005～2006 年度各委員長挨拶」 

 
 
 
ロータリー財団委員長 橋本 泰明 

 
 本年度ロータリー財団委員長を仰せつかりました橋本
でございます。 
 毎年言われておりますが、 ロータリー財団こそがロ
ータリー活動の根幹をなす最も大切な事業であります。
厳しい経済環境にある中、今年は守口ロータリークラブ
にとっても大変困難の多い年度かもしれませんが、ロー
タリー財団の活動にご理解、ご協力賜りますようお願い
致します。 一方皆様の活動に財団の種々の補助金を有
効に利用することも大切と思いますので、十分にご検討
頂きますようにお願い致します。 
 

米山奨学委員長 菅野 忠彰 
 
 今年度米山奨学委員長とカウンセラーを担当致します。 
米山奨学生、李強さんを引続き支援させていただきます。 
米山奨学事業は、ロータリーの理想とする国際理解と

相互理解に努め、国際親善と交流を深める為に優秀な留
学生を支援し、世界平和の創造と維持に貢献する事を目
的としています。 この目的を皆様方にご理解いただき、
財政奉仕として米山奨学特別寄付制度に、全会員の皆様
方のご協力をお願い致します。 
 

ローターアクト委員長 江端 将哲 
 
本年度ローターアクト委員長を仰せつかりました江端

でございます。どれだけお役に立てるかわかりませんが、
一生懸命努力させて頂く所存ですので、なにとぞご指導
とご鞭撻を宜しくお願いいたします。 
 本年度の最重要事項として守口ローターアクトクラブ
の会員増強を考えております。 
会員数 20 名になるよう、増強を計りたいと考えており

ますので、ご協力いただきますよう重ねてお願いいたし
ます。 
 

職業分類委員長 山下 圭一 
 
本年度職業分類委員長を担当することになりました山

下です。 
前年度の取組みを引継ぎ、職種に偏る事なく、バラン

スの取れた職業分類を行い、新会員の増員に対応できる
ようにしたいと思います。 
どうかよろしくお願い致します。 

 
会員選考委員長 常盤 泰弘 

 
国際ロータリー定款細則に拠ると会員より推薦された

人物を個人的な面、人格，職業、社会的地位、適格性を
徹底的に調査をする委員会で、当クラブの実情に少し適
さない様な気がするが、細則に近づけて選考をして行き
たいと思います。  
 

ロータリー情報委員長 田中 修二 
 
会員候補者にロータリーの綱領及び精神をよく説明し

理解してもらうように努めます。 
親睦活動委員会と共催で家庭集会（情報集会）を開催

します。新しいロータリー情報が入れば、すみやかに会 

 
 
 
 
 
 

 
親睦活動委員長 花光 宙 

 
初めて仰せつかる委員長が、親睦活動で責任の重大さ

を痛感いたしております。 
豊富なご経験をお持ちの委員各位のご協力を賜りなが

ら、会員の皆様が参加を楽しみにできるような親睦活動
を、企画・立案し、会長方針を具現化できるよう取り組
んでまいります。 
 若輩者ゆえ。至らない点は多々あると存じますが、一
生懸命努めさせて頂きます。 
よろしくお願い申し上げます。 

 
出席・プログラム委員長 牧野邦彦 

 
 出席・プログラム委員長を仰せつかりました、牧野で
す。よろしくお願い申し上げます。 
退会者も多い昨今、会員増強はもちろんですが、現会

員の皆様方が心をひとつにして、守口ロータリークラブ
を盛り上げていくことが大切、そのためには、まずは定
例会への出席が肝要かと思います。 
皆様、ご多忙の方ばかりで、会場に近い私が言うのも

憚れますが、何卒ご協力をお願い申し上げます。 
 
広報雑誌・会報委員長 田代 精作 

 
 広報雑誌・会報委員会を担当させていただくことにな
りました。 
 本年度は委員会で、会報の編集発行をするようにとの
会長のご方針に沿って、それを実行してまいります。 
 大変な事業ではありますが、委員のみなさんと事務局
のご協力を得まして、４６回の週報を、会員の皆様にお
届けいたしたいと思います。  
どうかよろしくお願いいたします。 

 
会員増強委員長 木﨑 正 

 
 本年会員増強委員長を命ぜられました、木﨑でござい
ます。 
守口市市民も１５万人を切る人口減少の時代それと同

時に高齢化等々、いろんな原因のある内、とうとう会員
数が６０人を切ってしまいました。 
 会員の、数か質か、と考える時期でなくなった今、皆
様のご協力を頂き会員の増強に努力してまいりたいと考
えております。 
この一年間どうぞ よろしくお願い申し上げます。 

 
記念基金管理委員長 多田 正司 

 
 本年度記念基金管理委員長を努めさせていただきます
多田でございます。 
この委員会は先日亡くなられました西宮会員を始め故

池田会員、故田代会員という守口Ｒ.Ｃの大先輩によって
立上げられ、永年に亘り会員の浄財によって運営されて
来た委員会であります。 
こうした先達の意を大切にし、且つ今後発生する新規

事業に対する有効な活用に対し慎重に対処していきたい
と考えております。 
 皆様のご協力、ご指導よろしくお願い致します。

員にお知らせします 
 
 
 
 
 

 


