
本日のランチタイム・ピアノ演奏曲目

1. Let it Be （ビートルズ） 2. 太陽がいっぱい（映画音楽） 3.小さな竹の橋で（ハワイアン）

2007~08・RIテーマ

2007年7月11日

（第2267回）

2007年7月18日

（第2268回）

例会日 出席 欠席 出席率

7月04日 ３３ ８ 80.49％（５２名中１１名免除）

6月20日 ３４ 免除会員出席５名メークアップ４名（79.07％）

前回例会（2266回）7/4の主な内容

◎ 会長の時間 会長 佐治 信隆

「 新年度各委員会委員長挨拶 」

各委員長

例会担当：会長・幹事

「 新入会員ご挨拶 」

神田 隆司会員 ： 宇賀 潤二会員

例会担当：国際奉仕委員会

◎ゲスト紹介
李 恩我様 （米山奨学生）
【米山奨学生、李 恩我さんへ奨学金贈呈】

◎ビジター紹介
小牧 万須美様 (須山・中島会員のお客様)

7月のお誕生日御祝い
田代会員 １名

◎新入会員ご紹介

大野 智子（おおのさとこ)氏
（常盤会員・他谷会員ご推薦）

事業所 大野クリニック 薬剤師
守口市河原町13-13

村田 有司（むらたゆうじ）氏
（水谷会員・吉川会員ご推薦）

事業所 ㈱金紋ソース本舗
ソース製造販売
大阪市旭区太子橋3-1-41

2007～2008年度守口ロータリークラブお会長の
大役を努めさせて頂くことになりました。この
一年間無事職務が全うできますようご指導、ご
協力よろしくお願い申し上げます。 以上

（乾杯の音頭） （石井直前会長）
新年度佐治会長のスタートに当りまして皆
様と一緒に乾杯したいと思います。
我々の守口ロータリークラブ、今後の活性化、
皆様のご健勝を祈念致しまして “乾杯”

「石井丸」から「佐治丸」
へゴング及び小槌引渡し式

ロータリアンは、愛と親切心を実践し、
分かち合い、お互いに助け合う心



卓 話 「就任挨拶」

改めて申し上げま
す。ＲＩウイルキ
ンソン会長のテー
マは 『分かちあ
う心』です。

2660地区では会長のいわれている『ロータリ
アンは、愛と親切心を実践し、分かち合い、
お互いに助け合う心』を今年度の活動方針と
して決定されました。私自身の職業にたち
返ってみれば、それは、仏教でいう「布施
（ふせ）＝ほどこしの心」です。私の身体も
生命もすべてのものはわたしに与えられたも
のである。自分のものはひとつとしてないと
いう仏教の教えによって、私自身お育てを頂
いております。そして私に与えられたものを
受けたその私が今度は少しでも何かをお返し
をしよう。それが奉仕である。という認識に
いたってロータリーに参加させて頂いており
ます。会員の皆様のご教示を頂きますよう宜
しくお願い致します。

会長

佐治 信隆

副会長
ｸﾗﾌﾞ奉仕担当理事

宮内 勝夫

本年度副会長並びにクラブ奉仕担当をさせて
頂きます宮内です。よろしくお願い致します。
佐治会長のもとクラブ奉仕各委員会より事業
計画書が提出されております。この事業計画
が円滑に機能できますよう各委員長と連絡を
蜜にし、魅力あるクラブの構築に務めたいと
思います。この一年、会員の皆様の御指導御
協力よろしくお願い申し上げます。

無任所理事

大西 弘

佐治会長年度に無任所理事を仰せつかりまし
た大西です。
親睦を中心として皆様がアットホームな会

の運営が出来ますよう努力させて頂きますの
でよろしくお願い申し上げます。

無任所理事

多田 正司

佐治会長年度の無任
所理事を務めること
になりました多田で
ございます。

佐治会長とはほぼ同じ頃にこの守口ロータ
リークラブに入会させていただき、ご一緒に
ロータリー活動に参加させていただいてまい
りましたが、少し先輩の佐治会長には色々と
ご指導を頂いてまいりました。
この無任所理事は相談役のような役目で、

これまでパスト会長の皆さんがご就任されて
おられますが、私の場合、ロータリーの知識
については佐治会長のほうが詳しく、中西会
長ノミニーのスタート直前でのご逝去のため、
当時副会長ノミニーであったことから、突然
会長に就任した私のような者ではお役に立た
ないと思いますが、枯れ木も山の賑わい程度
にはなろうかということで引き受けさせて頂
き、微力ながらお役に立つよう協力させてい
ただきといと思っております。宜しくお願い
いたします。

社会奉仕担当理事

篠崎 満信

今年度、社会奉仕
委員会委員長を仰
せつかりました篠
崎です。

ロータリー活動の根幹を成す四大奉仕部門の
一つを担当する、という大変な重責を担うこと
となりました。ロータリー歴の浅い私のことで
す。皆様方に何らかご迷惑をお掛けすることと
存じますが、その重責を全う出来る様、がんば
る決意であります。どうかこの一年、皆様方の
ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げ
ます。

国際奉仕担当理事

橋本 泰明

新年度発足にあたり、
昨年に続いて、国際
奉仕担当を仰せつか
りました。国際奉仕

委員会を中心としたＷＣＳ事業は、守口ロータ
リークラブの顔とも言うべき重要な課題です。
残念ながらここ数年間、会員の皆様、委員会のメ
ンバーのご協力にもかかわらず、核となる事業を
実施できていません。 今年こそ、さらに皆様の
お力を結集して新事業を立ち上げたいと考えてい
ます。ご協力、ご支援をお願いいたします。



職業奉仕担当理事

白井 孝彦

この度、職業奉仕
委員長を仰せつか
りました白井です。

経験の浅い私にロータリーの基本理念である
職業奉仕を 具体的に実践していくこの重責
が務まるか 大変不安ではありますが、幸い
石谷副委員長をはじめ 経験豊かな方々に委
員になって頂いておりますので 皆様のご指
導を得ながら一年間頑張ってまいりたいと思
います。会長はじめ各会員の皆様方のご指導
ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

青少年奉仕担当
理事
ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員長

吉川 巧一

青少年奉仕では、守口市民まつり時に開催さ
れている「中学生スピーチコンテスト」の支
援を行いたいと思います。また優秀なスピー
チを例会で紹介できればとも思います。ＲＡ
Ｃ関連では、まず守口RC会員の皆さんに守口
RACの現状を認識いただき、今後提唱RCとして
いかに関わるかを考えるきっかけを作りたい
と思います。そのために出来るだけ多くの皆
様に守口RACの例会にご出席いただきたいと思
います。

幹 事

石橋 高夫

今年度幹事を仰せつかりました石橋です。
佐治会長のもと微力ではございますが、全
力で努めさせていただきます。 午年生ま
れでアバウトでガサツな人間です。名前の
せいか今日までタタカレかつワタラレつづ
けております。変な方向に走り出したと思
われましたらご遠慮なくご指摘下さい。そ
れこそ本年度のテーマ『ロータリーは分か
ちあいの心』の実践です。即座に修正致し
ます。皆様のご指導ご協力をお願いいたし
ます。

S.A.A

友永 三湯紀

この度2007～2008年度のＳ.Ａ.Ａの大役を拝
命いたしました。
佐治会長よりＳ.Ａ.Ａに重点3項目を指示頂き

ました。
１．例会がいつも秩序正しく、品位を保ち、

効果的に行われる様工夫の事。
２．親睦活動委員と協力し、お客様やビジ

ターに例会を楽しんで頂くよう工夫の事。
３．ニコニコＢＯＸの奨励を計る事。

役責を遂行すべく会員皆様のご協力を賜
りますようお願い申し上げます。

新旧引継ぎ式
石井直前会長から佐治会長へ木槌の引継ぎ
伊東直前幹事から石橋幹事へ重要書類引継ぎ

直前会長、副会長、幹事へ記念品贈呈
石井会長、他谷副会長、伊東幹事にバッジを
贈呈されました



◇◇◇委員会報告◇◇◇
広報雑誌・会報委員会 （三浦雅裕委員長）
○７月号ロータリーの友記事紹介
・カナダロータリー紀行のご紹介
・全地区ガバナーの横顔
・ロータリーのイメージ調査結果報告

親睦活動委員会 （水谷委員長）
・家庭【情報】集会のご案内
日時：７月25日(水)18：00～
場所：パノラマスカイレストランアサヒ
会費：10,000円

社会奉仕委員会 （篠崎委員長）
【薬物乱用防止教室のご案内】
日時：平成19年7月13日（金）8：00～12：30
場所：守口市立第二中学校

◇◇◇クラブ協議会だより◇◇◇
日時：7月4日(水)13：30～
場所：3F「平安東」出席21名
議題：理事変更の件

家村会員⇒橋本会員
・事業計画書について
・社会奉仕委員会より報告

◇◇◇理事会だより◇◇◇
日時：7月4日(水)14：30～
場所：３F「平安東」14：30～ 出席14名

議題：名誉会員制度継続の件【宮下稔氏】
承認

・米山委員長変更の件（橋本会員⇒石井
会員）・・承認

・上期会費等請求の件・・承認
・寺方提灯踊り寄付要請の件

・例会時間変更の件（9/26）・・・承認

雛壇 一同 本年一年全力を尽くします。皆様の
ご協力心からお願い致します。

佐治 会員 今年度1年間宜しくお願いします。
多田 会員 無任所理事の多田でございます。宜

しくお願いします。
西原 会員 佐治丸の出帆と航海の無事を祈念し

て。
家村 会員 佐治丸の出帆と航海の無事を祈念し

て。
田中 会員 佐治丸の出帆を祝して。
石井 会員 佐治会長年度の門出を祝して。
石井 会員 先週、ゴルフ同好会コンペ后の懇親

会では、関係の皆様より大変嬉しい
贈り物を頂きました。

深田 会員 祝、佐治丸、出帆。
横尾 会員 新旧内閣交代ご苦労様です。
横山 会員 佐治執行部の前途を祝して。
楠神 会員 佐治丸の前途を祝して。
大西 会員 佐治会長年度の船出を祝して。
阪口 会員 佐治丸の船出を祝して。
中道 会員 佐治執行部出発を祝して。
篠崎 会員 今年度、社会奉仕委員会、委員長を、

仰せつかりました。宜しくお願いし
ます。

菊田 会員 佐治丸の出航を祝して。決してタオ
ルは投げないで手渡して下さい。

伊東 会員 先輩ロータリアンの御支援に感謝し
て。

家村 会員 ホームクラブ連続欠席のお詫び。
須山 会員 元気に久し振りに出席させていただ

きました。
白井 会員 新年度のスタートをお祝いして。
吉川 会員 ＲＡＣ例会のアンケートご協力有り

難うございます。
田代 会員 横尾先生大変お世話になりました。
三浦(雅)会員 新年度発足にあたり広報雑誌・会

報委員長を拝命しました。

7/4 結婚・誕生ニコニコBOX累計 126,000円

◎前年度幹事報告 （伊東前年度幹事）
・前年度退会者ご報告
高士会員・天野会員・秋山会員・辻会員・
牧野会員・南野会員

◎幹事報告 （石橋幹事）

・事業計画・月信をメールBOXに入れております。
・例会後、記念写真を撮影いたしますので写真室
へご参集願います。
・クラブ協議会・理事会を開催致しますので担当
者の方はご出席お願いします。
・自動車安全運転センター大阪府事務所より運記
録証明書代理交付申請される方は、700円実費
を添えてお申込み下さい。 （テーブル回覧）

２００６～２００７年度
最終ゴルフ同好会
６ /２９ きさいちC.C
参加者 ７名


