
本日の・ピアノ演奏曲目

ク リ ス マ ス ソング

2007~08・RIテーマ

2007年12月22日

（第2288回）

2008年01月09日

（第2289回）

例会日 出席 欠席 出席率

12月12日 ３９ １１ 78.00％（会員５０名 ）

11月28日 ３８ メークアップ６名（76.00％）

前回例会（2287回）12/12の主な内容

◎ 会長の時間 会長 佐治 信隆

家 族 月 間

「クリスマス家族親睦会」

例会担当：親睦活動委員会

「新春邦楽演奏会」

須山知行会員・中島 警子会員
尺八・本多恭盟氏他、桐絃社の皆様
例会担当：会長・幹事

◎ 幹事報告 （石橋 幹事）

◎（財）ロータリー米山奨学会より感謝状
石橋高夫会員へ米山功労者感謝状贈呈

「 名勝 渉成園（しょうせいえん） 」

東本願寺正面から東に50メートル位の所に飛地境

内として渉成園があります。別名枳殻邸と呼ばれる
東本願寺別邸です。1602（慶長七年）親鸞聖人から

かぞえて12代目の教如上人が徳川家康から寺地を

寄進され東本願寺ができました。その後13代宣如上

人が3代将軍家光から東本願寺の東側の土地を寄

進されました。やがて宣如上人は退隠せられ、そこを

隠居所と定め中国の詩人陶淵明『帰去来辞』の一節
「園日渉而以成る趣」（園、日に渉って以て趣を成

す）から採って「渉成園」と名づけました。

・12／7・12／8の地区大会ご出席のお礼。

・バングラデシュへの義援金は31,000円でした。地区

へ送金いたしました。
・12／19・12／26の例会は休会です。

・12月22日（土）は、クリスマス家族親睦会です。

・新年の例会は1月9日（水）です。新春邦楽演奏会の

ご案内を郵送りします。

・12／11（火）Ｉ.Ｍ第3組会長・幹事会に於きまして、ガ

バナー補佐ノミニーに大東中央ＲＣの西垣文雄氏が
推挙されました。

そして、周囲に枳殻（からたち）を生垣として植え

たから枳殻邸とも称されるようになったのです。庭

園はいわゆる池泉回遊式庭園であり、洛北詩仙
堂を開いた石川丈山の作庭になると伝えています。

詩歌、茶の湯、能狂言などに親しむ場となり、江戸

後期には頼山陽が「渉成園記」を撰して「渉成園

十三景」を紹介しました。これは13の趣のある諸建

築物があるからです。

◇◇事務局より◇◇
事務局は12月29日より1
月6日まで休みとなりま
す。会員の皆様今年一年
大変お世話になりました。
どうか良いお年をお迎え
ください。



年次 総会

会 長 佐治 信隆

守口ロータリークラブ細則第４条第1節の規定に基づき

年次総会を開催致します。定足数は会員総数の３分の

１であります。本日の例会出席者は32名であり、総会は

成立いたします。本日の議案は２件です。

第１号議案は次々年度会長、及び次年度理事・役員選

出の件です。

去る11月28日、石井賢治選考委員長より当該答申書

を頂き、会員の皆様には11月28日郵送致しました。そ

の後どなたからも異議の申し立てがありませんでしたの

でご案内通り決定させて頂きたく皆様のご賛同を得た

いと思います。 ご賛同の方は、拍手をもってお願い致

します。 （拍手）

それでは、正式に決定されました方々のご氏名を発表

させていただきますい。

□次々年度会長 宮内 勝夫 会員

□次年度理事 篠﨑 満信 会員

家村 武秀 会員

辻村 弘 会員

橋本 泰明 会員

横尾 定美 会員

西原 房三 会員

吉川 巧一 会員

□次年度役員 会長 中道 均 会員

副会長 橋本 泰明 会員

幹事 白井 孝彦 会員

副幹事 三浦 均 会員

会計 伊東 司郎 会員

Ｓ.Ａ.Ａ 石田 磨 会員

副Ｓ.Ａ.Ａ 宇賀 潤二 会員

以上の通りでございます。

第2号議案は11月末現在の会計報告の件
です。
会 計 菊田 芳

一般会計収入の部につきまして収入予算額

23,377,520円に対しまして、中間決算額11,291,841

円となっておりまして、収入比率は、48.3％です。支

出予算額は、21,628,860円に対しまして、8,558,258

円で、使用比率は39.6％です。概ね順調に推移し

ていると思われます。特別会計につきましては、特

に動きはございませんでした。

卓 話

「2007～2008年度地区大会報告」
幹 事 石橋 高夫

先週12月7日（金）、12月8日（土）両日大阪国際会

議場とリーガロイヤルホテルに於いて、当地区、地区

大会が開催されました。初日、本年度ＲＩ会長代理、

趙 在爀（Ｃｈｅ Ｊｅ Ｈｙｕｋ）氏をお迎えし、会長 幹事

会が開かれました。ここではＣＬＰ（クラブ活性化プラ

ン）報告が主要テーマとなりました。夜には歓迎晩餐

会が盛大に開かれました。２日目は３つの分科会に

引続き本会議が開かれました。来賓祝辞が続いたあ

とＲＩ会長代理によるＲＩ現況報告が行われ、委員会

報告がありました。ＲＩ会長賞はじめ各賞の表彰があ

り最後に参加クラブ紹介が行われ21名の当クラブ会

員が紹介に元気よく答えます。最後に全員で「手に

手つないで」を歌い閉会いたしました。 以上報告い

たします。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇



「上期委員会活動報告」

クラブ奉仕担当理事
宮内 勝夫

本年度も早、半期になります。クラブ奉仕委員会の上

期活動報告をさせていただきます。

親睦活動委員会では水谷委員長始め委員の皆様の

おかげですばらしい又、楽しい親睦会を開いてもらい

ました。

情報委員会との共催の家庭集会（2回）

7/25(水)パノラマスカイレストランアサヒ 参加者 23名

9/12(水）守口ロイヤルパインズ（ビヤガーデン会場）

参加者 16名

11/17（土） 秋の家族親睦会 参加者 47名

（チャータークルーズでの船上パーティ）

9/29（土） 3クラブ合同コンペ 参加者 13名

（団体戦守口ＲＣ優勝 個人戦多田会員優勝）

12/22（土） クリスマス家族親睦会を行います。前期

最後の例会を兼ねています。

どうぞ全員参加で締めくりたいと思いますので

宜しくお願いします。

○ゴルフ同好会 （3回開催）

②広報雑誌･会報委員会は三浦雅裕委員長に感

謝するだけです。毎週ご苦労様です。

③出席、プログラム委員会は田代委員長の退会で

坂本会員に委員長就任を、又菊田･大 野両会員

に委員会に所属していただきました。

④会員増強、分類、選考委員会の皆様には後半の

活躍をお願い致します。

簡単ですが前期活動報告と致します。後期も どう

ぞ御協力よろしくお願い致します。

国際奉仕委員長
橋本 泰明

昨年度から検討してきました、フィリピン、マニラの
トンド地区における新就学児童への資金支援プロ
グラムを今期より開始しました。 今年度は試験期
間と考え５名の児童、家族に対して資金援助を開
始しています。

前回卓話に於いて、実施状況についての中間報

告をいたしましたが、現在のところ堅調に機能して

いるとおもわれます。

下期においてもその経過を見守り、会員の皆様に

逐次報告するとともに、年度内に再度フィリピンを訪

問し、現状の把握と問題点の検討を行い、今後の

方針決定の材料にしたいと考えております。

一方やや疎遠になっている、フィリビン、ネグロス島

のバコロドロータリークラブとも関係の再構築を計り

たいと考えています。

今後とも会員の皆様のご支援をお願いいたします。

職業奉仕委員長
白井 孝彦

年度初めに委員会を開催し 会長方針を踏まえ

ての事業計画の確認と具体的な推進について検

討を致しました。前年度から検討課題にあがって

いた「職業奉仕賞と社会奉仕賞を一つにまとめて

は」という件については「損得を度外視してそれぞ

れの職業において社会に貢献している功労者」を

「職業奉仕賞」として選ぶ方向で取り組んでいくこ

ととしました。今までの活動実績としては １０月１０

日 多数の会員にご参加いただき事業所見学とし

て「大和ハウス工業総合技術研究所」を訪れ 最

新の住宅建築技術を体験いたしました。また、地

区が推進している「出前授業」については、当クラ

ブでの具体的な推進方法等、今後の課題として

引き続き検討してまいります。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

地区大会ご参加のお礼・・・・・・・・池田くれはＲＣより

去る１２月７日、８日開催の国際ロータリー第２６６０地
区の２００７～０８年度地区大会には、ご多忙中にもかか
わらず、ご参加賜り誠に有難うございました。おかげさま
で大会は盛会裏に終了することができました。これも偏
に皆様のご厚情の賜と心より御礼申し上げます。至らぬ
点も多々あったことと存知ますが、ロータリーの友情を
もってお許しいただけますと幸甚に存じます。



◇◇◇委員会報告◇◇◇
親睦活動委員会 （水谷委員長）

・12月22日はクリスマス親睦会です。ご寄付の方宜しく

お願いします。

前年度幹事より （伊東前年度幹事）

・2006～2007年度事業報告書の中で誤記がありました

ので、Ｐ24の差換えをお願いします。

社会奉仕委員会 （篠﨑委員長）

・「ユネスコ･世界寺子屋運動」の募金協力のお願い

（書き損じハガキ・未使用ハガキの回収のお願い）

出席・プログラム委員会 （坂本委員長）

・田代委員長退会の後委員長引継ぎ致しました。後6ヶ

月全力で取組んで行きたいと思っています。それに

伴い、例会の卓話ですが、各委員会でご準備をお願

い致します。

◇◇◇委員会だより◇◇◇
親睦活動委員会

日時：12月12日（水）11：30～12：20

場所：「松月」出席 名

議題：・クリスマス家族親睦会の準備の件

◇◇◇第1回新理事会だより◇◇◇
日時：12月12日(水)13：30～14：30

場所：「松月」出席 9名

議題：・次年度理事･役員の紹介

・会長挨拶

・3救運動の件

・その他

佐治 会長 年次総会無事終了に感謝して。

宮内 会員 佐治年度前期終了です。皆様のご協

力有難うございます。

石橋 会員 地区大会多数のご出席有難うござい

ました。芦谷会員のお元気なお顔を

拝見し喜んで。

石井 会員 次期年度以降の役員候補が出揃った

のを喜んで。

坂本 会員 例会2週連続欠席お詫び。

神田 会員 前回の例会欠席のお詫び。

12/12結婚・誕生ニコニコBOX累計 846,000円

青少年奉仕･ローターアクト委員長

吉川 巧一

○青少年関連

守口市中学生スピーチコンテストのＤＶＤを出

演者及び学校に寄贈。

【12月5日（水）例会時に守口市ＰＴＡ協議会会

長山道氏に寄贈】

○ローターアクト関連
9月26日（水）18：30～ＲＡＣとの合同例会の企

画実行。

クラブ会員にＲＡＣ例会への出席要請。その為
のアンケート調査等実施。

社会奉仕委員長 篠﨑 満信

社会奉仕委員会委員長を務めさせていただい

ております篠﨑でございます。本年度も上半期

が過ぎましたので、この間の経過について、ご

報告させていただきます。会員各位の ご協力

によりまして、社会奉仕事業は、下記 のとおり、

順調に推移し、現在に至っております。

1.7月初旬、八島交差点の大看板、本年度テーマ

『ロータリーは分かちあいの心』に書き換え。

2. 7月13日、薬物乱用防止教室を守口市立第2

中学校で開催。太田房江大阪府知事より、薬

物乱用防止運動に積極的に協力したことによ

り、感謝状を授与。

3．10月1日“無事故･無違反コンテスト”に参加。

4. 11月4日、守口市駅前で開催の『守口市民ま

つり』にローターアクトクラブと共に参加。

5. 12月、バングラデシュ義援金の募集。

RI第2660地区

2007～2008年度
地区大会会場風景
2007年12月7日～

12月8日開催


