
本日のランチタイム・ピアノ演奏曲目

1. SING （カーペンターｽﾞ） 2. 月光価千金 3.ﾌﾞﾙｰハワイ

2007~08・RIテーマ

2007年7月18日

（第2268回）

2007年7月25日

（第2269回）

例会日 出席 欠席 出席率

7月11日 ２９ ８ 70.73％（５２名中１１名免除）

6月27日 ３６ 免除会員出席６名メークアップ４名（79.73％）

前回例会（2267回）7/11の主な内容

◎ 会長の時間 会長 佐治 信隆

「 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

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

「食」のはなしパートⅡ

西原 房三会員

例会担当：会員選考委員会

◎ビジター紹介
竹内 稔様 （枚方ＲＣ）
河瀬 隆様 （門真ＲＣ）
小牧万須美様 (須山・中島会員お客様) 

「今日感会」「今日臨終」これは俳優の緒方
拳さんが中国のお寺の山門で見つけた言葉です。

今日あなたに会えて本当によかった。だけど
最後かもしれないよ。「今日臨終」ですねそう
いういのちを今生きている。次の一瞬が計りし
れない。そうゆうかたちで今を賜っていきてい
るのでしょう。
又、昔からお茶室などに茶掛けとして「一期

一会」とかけて、お茶を楽しむということがあ
ります。今日あなたと出会って一緒に好きなお
茶を供に楽しむ、明日はどうなるか解らん我が
命だけど今のひとときに喜びを見いだして生き
てゆく。そうゆうことを先人は学んでいったん
ではないでしょうか。何かの本で読みましたが。
明治までは「一所懸命」生きよというように
なったんだと。

現代社会に生きる我々はあれもやりこれも
やり、息つく間もなく追い立てられるように
生きていかなければいけない。まさに、「一
生懸命」である。
「一生懸命」とは高学歴でなくとも、いや学
歴無き故に、生活のなかからいろんなことを
学んで、肩怒らすことなく生きてこられたひ
とは自分の身近にいっぱいおられた。しかも、
そのかたの一挙手一投足が教えられることば
かりでありました。日本人がもう一度再生点
検を迫られているのではないでしょうか。

幹事報告 （石橋幹事）
・上期会費請求書をメールBOXに入れさせて

いただきます。
・例会予定表をメールBOXに配布しております。
・大阪南ＲＣより2006～07年度の地区大会記録

誌が届いております。
・先週配布致しました事業計画書に誤記があり

ます。
【訂正箇所】10ページ 米山奨学委員会

カウンセラー 石井⇒菅野

本年度最初の会長の時間



卓 話

「各委員会・委員長就任挨拶」

ロータリー財団委員長

木﨑 正

本年度ロータリー財団委員長を担当させてい

ただく事になりました木崎です。財団の役割は

色々とございますが、会員に活動等の理解を深

め協力をしていただくよう努力してまいります。
まだ地区よりの今年の活動内容(重点）がわかり

ませんが何卒ご指導ご協力よろしくお願いいた

します。

今年度 米山奨学委員長に任ぜられました石井

です。 当初予定の橋本委員長に替わり、急遽就

任しました。

メンバーは三浦(俊)副委員長、中谷委員の他、
カウンセラー委嘱の菅野委員には、前年度奨学生

沈 静さんに引続き、今年度奨学生李 恩我（イ

ウナ）さんをも引き受けて頂き、何かとお世話を

掛けますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

扨 私達が担当する米山奨学生事業は、国際

ロータリーの中でも世界の他国には見られない日
本独自のプロジェクトであり、大いに誇りを持っ

て事業を継承推進して行く使命を自覚する事が肝

要と考えて居ります。

当クラブ会員の皆様にも 後日改めてご協力を

お願いする事もあろうかと思います。その節には

何卒よろしくお願い申し上げます。

米山奨学委員長

石井 賢治

職業分類委員委員長

松尾 安彦

まだ、任命されて、日が浅く何をしてよいか

と解りませんが、これから勉強していきたいと

思っております。よろしくお願い致します。

本年度会員選考委員会委員長を仰せつかりまし

た西原でございます。会員選考と言いますのは、

会員増強委員会から推薦を頂かないと仕事になら

ない訳でございますので、会員増強委員会は、頑
張っていただきたいと思いますが、難しい時期で

ございまして、我々会員選考委員会も会員増強委

員会と一緒に新会員の開発に努めて行きたいと
思っておりますのでどうぞ宜しくお願い致します。

会員選考委員会

西原房三

本年度、親睦活動委員会の委員長を仰せつかりま
した水谷でございます。「親睦あっての奉仕活動」

を基本理念とし、お預かりした親睦活動委員会メン

バーと共に、楽しく和やかな雰囲気づくりと会員相

互の信頼、友情を深める施策を心がけ、佐治会長年

度を盛り上げてまいりたいと思います。会員の皆様

方におかれましては、一層のご指導、ご鞭撻、ご協
力を賜りますよう、何とぞよろしくお願い申し上げ

ます。

親睦活動委員会
委員長

水谷 治人

出席・プログラム
委員長

田代 精作

本年度 出席・プログラム委員会を担当させ
ていただきます田代です。
過去２年間、会報の発行では皆様に大変おせわ
になりました。
本年度 当委員会に課せられたテーマは「魅力
ある例会プログラム」と「出席率の向上」であ
ります。委員全員で、がんばってまいりたいと
思っています。
皆様のご協力を得まして、このテーマが実現し
ますようにご協力をよろしくお願いいたします。

会員選考員会

西原 房三



広報雑誌・
会報委員会

三浦 雅裕

本年度は、若輩ながら委員長と言う大役を仰せ
つかりました。今年度広報雑誌・会報委員会田
代副委員長を始め広報委員会のメンバー及び事
務局の皆様の力をお借りして努めさせて頂きた
いと思いますので宜しくお願いいたします。

今年度、会員増強委員会委員長に指名されまし

た伊東です。

昨年度の芦谷委員長の御尽力により会員の減少

傾向には一応ストップを掛けられたのかなと

思っております。
本年度は一歩進めて必ず会員増で終りたいと

思っております。いくら私がこう言いましても、
会員の皆様のご協力無しには、とても叶えられ

ない課題でございます。
ご協力宜しくお願いいたします。

本委員会はクラブ発足２０年を記念し、青少年

の育成こそ将来の発展の基礎である、との先輩

会員の願望をこめての育英奨学金制度が発足し、

それなりの成果を上げ、情報教育の助成にも取
組み 現在に至っている。

一方守口ローターアクトクラブ（ＲＡＣ）は

昭和４４年発足以来４０年近くになり、現在は

活動が 低調、本年は担当の委員会とも協力

し合って、親睦と奉仕の活動に新しい発展を期

待し度いと思います。本年は第一歩としてＲＡ
Ｃの例会に計画的に出席して、現状をよく知る

事から始め度い思います。幸い先日吉川委員長

名で次年度の出席依頼を頂いていますので、当

委員会上げて例会に出席する事から始めますの

で、よろしく。

本年度、広報雑誌・会報委員会を担当させて

頂くことになりました三浦雅裕でございます。
昨年度は田代委員長の下で週報作成など勉強を
させていただきました。

会員増強委員会

伊東 司郎

記念基金
管理委員会

楠神 壽

在籍期間表彰者
（2006～2007年度 47名）

（ 品物：ボールペン ）
46年 駒 村
39年 西 原

35年 常 盤
33年 深 田
30年 大 西・坂 本・熊 澤
28年 中 谷
27年 家 村
26年 横 尾

25年 横 山
24年 芦 谷・楠 神・三 浦（俊造）
23年 田 中・佐 治
22年 多 田・阪 口
16年 須 山・中 島・他 谷・中 道・

高 橋・木 﨑

15年 橋 本・宮 内・辻 村
12年 石 井・石 谷・江 端・
11年 石 橋・松 尾(安)・田 代・西 口
10年 谷 口
9年 菊 田
8年 菅 野・伊 東

7年 白 井・篠 﨑
3年 水 谷
2年 吉 川・内 田
1年 三 浦 (均）・松 尾〈卓）

三 浦 (雅) ・友 永

・第１回クラブ社会奉仕委員長会議
日時：2007年8月4日（土）13：30～
場所：ヴィアーレ大阪

・「規定審議会報告会」
日時：2007年8月4日（土）10：00～
場所：ヴィアーレ大阪

・クラブ米山奨学委員長会議及びカウンセラー研修会
日時：2007年8月4日（土）14：00～
場所：薬業年金会館 301号室



◇◇◇委員会報告◇◇◇
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）9：00～12：30

場所：守口市立第二中学校

全体会場所：時間〔11：40～体育館に於いて〕

【団体献血】

場所：智頭電気㈱・・芦谷会員の会社に於いて

時間：9：30～11：30

青少年・ローターアクト委員会 （吉川委員長）

・秋のライラのご案内

日時：平成19年10月6日～8日

場所：基調講演（新阪急ホテル）

：宿泊研修会場（大阪府立少年自然の家）

参加者：ロータリアン推薦による青少年（18歳

～30歳）

・ローターアクトクラブ例会出席のご依頼出席予

定表の提出をお願い致します。

◇◇◇委員会だより◇◇◇
記念基金管理委員会

日時：7月11日（水）11：50～

場所：3Ｆ「豊秀」出席者5名

議題：事業計画の確認

・卓話担当

・RAC例会出席の件

会員増強委員会

日時：7月11日（水）13：30～

場所：3F「豊秀」出席者7名

議題：卓話担当について

・退会者の件

・見込み入会者

石井 会員 田代会員には重宝な資料を有難く
頂きました。

神田 会員 2年ぶりにゴルフに行けたことに
感謝。

田代 会員 出席・プログラム委員長させてい
ただきます。

宮内 会員 ちょっと嬉しい事がありました。
大野 会員 常盤様、他谷様入会に当たりお世

話に成りました。皆様今後共よろ
しくお願い致します。

石橋 会員 うれしい事がありました。

7/11結婚・誕生ニコニコBOX累計 146,000円

在籍期間３０年以上
表彰者の皆さん

在籍期間２０年以上
表彰者の皆さん

在籍期間10年以上の
中島会員

在籍期間10年未満の
菅野会員

在籍期間表彰者写真集


