
本日のピアノ演奏曲目

１、明日にかける橋 2、南国の夜 ３、七夕さま

2007~08・RIテーマ

2008年7月2日

（第2312回）

2008年7月9日

（第2313回）

例会日 出席 欠席 出席率

6月25日 ３８ １０ 76.17％（会員４８名 ）

6月11日 ４０ メークアップ４名（83.33％）

前回例会（2311回）6/25の主な内容 ◎ 会長の時間 会長 佐治 信隆

一年間「週報」のご愛読
ありがとうございました

07~08年度 広報雑誌・会報委員会一同

「 新年度挨拶 」
理事・役員

例会担当：会長・幹事

「新年度各委員会委員長挨拶」
各委員長

例会担当：会長・幹事

ゲスト紹介
2008～2009年度国際親善奨学生

辻井 萌子様

自己紹介 2002年東京外国語大学外国語学
欧米第二課程フランス学科入学

2005フランス語学留学
2008東京外国語大学卒業

国際親善大使としての抱負
将来世界の人々が基本的人権を保障される世界

の構築の一躍を担いたいと考えており、大学院で
はその為の知識を貪欲に吸収したいと考えていま
す。世界の一人ひとりの基本的人権の保障こそが
社会に安定をもたらし、平和につながるものと考
えています。また、派遣先のロータリアンの方々
のみならず地域の方々とも交流を深め、派遣先の
ことをよく知り、日本や大阪のことをよりよく
知っていただきたく、相互理解による草の根での
平和の基盤を作れるよう努力いたします。

「歎異抄（たんにしょう
これは、親鸞聖人のお弟子である唯円房が聖

人生前中に聞いた教えを後にまとめた語録であ
ります。越後に流罪になり、やがて常陸の国(茨
城県)に移住した親鸞は勢力的な布教を始められ
ます。その中のお弟子の一人が唯円であります。
第十八条ある中で有名な第三条では「善人なお
もて往生をとぐ、いわんや悪人をや。しかるを
世の人つねにいわく、悪人往生す、いかにいわ
んや善人をやと」いきなり、善人が助かるなら
悪人はもっと助かるんだ。と言われるのであり
ます。しかし、世間では悪人が助かるなら善人
はより以上に助かるに違いないという。しかし
親鸞は善人といわれる人はいいことをしている
という思い上がりで、助かって当たり前だと自
分で決め込んでしまっているんだ、悪人といわ
れる人はどうにもならん厄介者で御座いますと
自らを五体投地している。それこそが他力なん
だと、そう意うものを救うというのが仏教の願
いなんだと言いきられておる。第六条では「親
鸞は弟子一人ももたずそうろう」ともどもに佛
の教えを聞く者同士であるのに師匠だ弟子だな

んてことはないと言い。次ページにつづく

今年度最終の親睦ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ
6/26 奈良国際ｺﾞﾙﾌ場にて



◎ 幹事報告 （石橋 幹事）

前頁より
第九条では「念仏申しそうらえども踊躍歓喜

のこころをおろそかにそうろうこと」唯円は自
身が念仏を申しても心の底から喜ぶことができ
ないと親鸞に打ち明けると、なにを迷っている
んだ、そんな迷いは、わたしにはない、おまえ
はまだまだ修行が足りんと叱られるかなと思っ
ていると、「親鸞もこの不審ありつるに唯円房
同じ心にてありけり」実はわたしもあなたと同
じように念仏することの喜びを頂くことができ
ないのだよ。吐露しているのであります。

佐治会長よりご報告
【菊田会員に八島交差点守口ＲＣの看板の補修
費用をお支払いした所、守口ＲＣ創立50周年積
立金にご寄付をいただきました。皆様にご披露
させて頂きます。】

坂本会員より退会のご挨拶

私は1976年の入会でございまして32年間に渡り
諸先輩の皆様、多くのロータリアンの皆様方に
大変なるご支援ご教授を賜りまして今日の私が
あると考えております。大変有難く厚く御礼申
し上げます。32年の歴史を語る事は出来ません
が、今日まで非常な感動をいただきました。特
に印象に残っていますのは、熊澤先生のガバ
ナー年度で、副幹事を命ぜられました。そこか
ら必死でロータリーを勉強いたしました。残さ
れた余生をロータリーの奉仕の精神を個人の奉
仕に切り替えて努めていこうと思います。本当
に有難うございました。

・2010～2011年のガバナーノミニーが決まりま
した。

・次週例会は、年初例会ですので５分早く始まり
ます。

・例会後は、記念写真撮影となっておりますので
是非ご出席下さい。

・2007～2008年度第3組Ｉ.Ｍの収支報告が守口
ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞＲＣより届いています。

退会のご挨拶及び例会前
のひとときと会食の様子

卓 話
「退任・挨拶」

会 長
佐治 信隆

今年度のご協力に感謝して
ＲＩのテーマ「分ち合いの心」を掲げて今年度、守
口ロータリークラブとして取り組みを各委員長様の
ご尽力と会員皆様のご協力を得て大過なく勤めさせ
ていただきました。
人の集まりによって、言葉が交わされ、いろいろ

な異なる職業についての貴重な情報や教訓を学ぶこ
とができる。それが私にとってはロータリーの一番
魅力じゃないかと思うのです。皆様には今年一年大
変お世話になりました。御礼申し上げます。

無任所理事
大西 弘

本年度無任所理事を担当させて頂きました大西です。
当クラブでは本年度も退会者があり増強には至らな
かった本年度会長自ら会員増強に奔走されました。
来年度は多くの会員増強になるような気がしており
ます。最後に病気治療のため大事な最終例会を休み
まして申し訳ありません。

無任所理事
多田 正司

本年度無任所理事を担当させていただきました多田
でございます。何のお役にも立たない間に一年が過
ぎてしまいまして大変申し訳なく思っています。そ
して私にはもう一つＣＬＰ委員会委員長という役職
がございます。この委員会につきましては先日の今
年度最終の協議会で説明させていただきましたが、
ロータリークラブ創立以来約100年の間ロータリーク
ラブの組織作りのマニュアルとしてきました決め事
が、時代の変遷とともに不都合な部分や様々な部分
やさまざまな問題が起こり、ここで基本的に組織の
あり方を見直そうと言う動きがＲ.Ｉからあり、地区
からは昨年、各クラブに対して指導と対処方法の問
題提起がありました。しかし昨年の11月21日に開か
れました当クラブＣＬＰ検討委員会で、組織の改革
を行うのは時期尚早である。理由は次々年度にはＩ.
Ｍの主幹を務め、その次の年度には守口ロータリー
創立50周年を控えてさまざまな事業が予定されてい
る時、事業主体となる組織に変更を加えることは非
常に危険が伴うという委員のご意見を頂き、当クラ
ブでは上記の事業が終るまでＣＬＰは見送ることに
いたしておりますので、退任の挨拶に加えてご報告
させていただきます。



クラブ奉仕担当理事
宮内 勝夫

今年度、今日が最終例会となりました。この
一年、佐治会長、石橋幹事、理事役員、クラブ
奉仕各委員長、はじめ会員の皆様のご指導ご協
力でこの職をまっとうする事が出来ました。感
謝申上げます。
①親睦活動委員会では水谷委員長はじめ委員の
皆様の協力で日々の例会はもとより、家庭(情
報)集会、クリスマス家族親睦会、日帰り旅行2
回（チャータークルーズでの船上パーティーと
伊勢方面）、三クラブ合同ゴルフコンペもゴル
フクラブ四条畷にて二回開催されそれからＩ.Ｍ
第三組合同ゴルフもゴルフ四条畷にて開催され
近隣ロータリークラブとの親睦に努める事がで
きました。委員の皆様、特に委員長には多忙な
一年ご苦労様でした。
②広報雑誌・会報委員会は三浦委員長に感謝す
るだけです。週報作成、それから月初めのロー
タリーの友の案内有難うございました。又次年
度も担当だそうでご苦労様です。
③出席・プログラム委員会は後期、坂本委員就
任でしたが出席率向上に努力され又、全プログ
ラムを無事終了する事ができました。有難うご
ざいました。
④情報委員会は辻村委員長が、卓話で国際ロー
タリーの規定審議会の改定事項を詳しく説明し
ていただき又新会員のインフォメーションをし
ていただき有難うございました。
5,会員増強、分類、選考各委員会の皆様には今
年は入会者が少なく色々ご無理を言いました。
申し訳ありませんでした。次年度に期待したい
と思います。
最後になりましたがこの一年皆様には大変お世
話になりました。厚く御礼申し上げます。
有難うございました。

社会奉仕委員会
篠崎 満信

今年度の社会奉仕事業は、先週の例会で行いま
した「地域功労社会奉仕賞表彰を持ちまして、
全ての事業を終了させていただきました。
その中で、中学校の生徒を対象に開催しました
「薬物乱用防止教室」と、小学校のＰＴＡ、青
少年指導員を対象に実施しました

“３救運動”につきましては、市教育委員会、学校
関係者、地域住民の方々に、開催の必要性と意義を
ご理解いただき、引続きの開催に期待を寄せていた
だいております。 また、大阪府知事からは、薬物
の乱用防止に貢献したということで感謝状を授与し
ております。このように継続して実施してきたこの
事業がようやう地域社会の中で、定着しつつありま
すことは、誠に喜ばしい限りであります。
これひとえに歴代委員長はじめ佐治会長、役員の

方々、会員の皆様方の御指導、ご協力のお蔭であり
ます。 心より感謝とお礼申し上げ、年度終りにあ
たってのご挨拶といたします。一年間有難うござい
ました。

職業奉仕委員会
白井 孝彦

職業奉仕委員会を担当させていただきました 白井
です。
１年間を振り返ってみますと 事業所見学や石井委
員による「職業奉仕について」の卓話などをさせて
いただきましたが、一方「出前授業」や「職業奉仕
地域功労者表彰」については 私の力不足もあり
はっきりとした道づけが出来ず 次年度委員会への
引継事項になってしまい 誠に申し訳なく思ってお
ります。
委員の皆様や会員各位にご支援・ご指導いただき有
り難うございました。

国際奉仕委員長

橋本 泰明

本年度は会員の皆様ならびに委員の方々のご支援を
得て一年間活動してまいりました が、国際奉仕委員
会に対する皆様のご期待に十分お答えできなかった
ことを反省しております。その中で、昨年から開始
したマニラの小学生に対する就学支援事業は、委員
のご活躍で順調に進みつつあり、次年度に向けて充
実させて行く計画です。また、地域として初めて、
門真ロータリークラブ、守口イブニングロータリー
クラブと共同で、モンゴルの子供たちを日本に招待
する試みも始めています。 国際奉仕はロータリーに
とって最重要な活動の一つです。今年度至らなかっ
た点を反省し、ますます有意義な活動を進めていけ
るように次年度に引き継ぎたいと思います。退任に
際し、次年度も新委員長を中心に、国際奉仕活動に
一層のご理解、ご協力を戴きますようお願い申し上
げます。



◇◇◇委員会報告◇◇◇
親睦活動委員会 (水谷委員長)
本日柿右衛門に於きまして家庭（情報）集会が
開催されますのでご参加の方はよろしくお願い
申し上げます。
（情報集会の様子は来月号で紹介いたします）

◇◇◇委員会だより◇◇◇
次年度社会奉仕委員会
日時：6月25日(水)13：30～
場所：5Ｆ「事務局」出席：7名
議題：次年度事業計画

次年度青少年ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員会
日時：6月25日(水)13：30～
場所：5Ｆ「事務局」出席：2名
議題：次年度事業計画

佐治 会員 一年間ご協力頂きまして誠に有難う
ございました。

熊澤 会員 坂本さんお世話になり有難うござい
ました。

中道 会員 一年間の活動、ご苦労様でした。来
橋本 会員 年度の活動にもご協力の程よろしく
白井 会員 お願い致します。
西口 会員 久し振りの出席にて皆様に会えて

うれしく思います。
ノモス商会 佐治会長、宮内副会長、石橋幹事
三浦雅会員 この度は事務所移転につき会議用

テーブル、椅子等ご購入頂き有難う
ございました。

多田 会員 佐治会長始め役員の方々ご苦労様で
した。

石井 会員・先週、某ゴルフ会で珍しくも優勝出
来ました。（ハンディと年令に恵ま
れて）。

・先週欠席のお詫びとして。
宮内 会員 最終例会を迎えて一年間有難うござ

いました。
石橋 会員 一年間皆様お世話になりました。

感謝！。
横山 会員 ひな壇の皆様一年間お世話になりま

した。ご苦労様でした。
阪口 会員 佐治会長はじめ雛壇の皆さん一年間

ご苦労様でした。
内田 会員 理事・役員の皆様方一年間有難うご

ざいました。
篠崎 会員 社会奉仕事業について一年間、御指

導、ご協力有難うございました。
白井 会員 一年間職業奉仕委員会を担当させて

いただきました。皆様のご協力有難
うございました。

6/25結婚・誕生ニコニコBOX 累計1,722,000円

青少年ローターアクト委員会
吉川 巧一

本年は皆様のご協力により1年生の委員長にもか
かわらず、何とか無事に終えられたことに支えて
いただきました皆様に感謝申し上げます。特に
ローターアクトクラブについては、私自身よく理
解しておらず、まだまだ今後守口ロータリークラ
ブとアクトの関係はどうあるべきか模索する必要
があると考えます。また青少年に関する活動もど
うあるべきかの基本方針もクラブとして持つほう
が今後の活動にもプラスになるのではないか思い
ます

幹 事
石橋 高夫

「何とか５０の大台を切らない事」を自分なりの
目標として幹事の任につかせていただきましたが、
達成できず申し訳なく思っています。去年１月以
降１年半、佐治会長、宮内副会長はじめ理事の皆
様、各委員長様には理事会、クラブ協議会に於い
て熱心に協議をいただき、向かうべき方向を決定
していただきました事に感謝申し上げます。最後
に会員の皆様方から賜りました温かいご支援に対
し厚く御礼申し上げ退任のご挨拶と致します。

Ｓ.Ａ.Ａ
友永 三湯紀

佐治会長をはじめとする役員の皆様並びに会員
の皆様のご協力、三浦副Ｓ.Ａ.Ａのご援助を賜り
なんとか大役を遂行できました事、感謝申し上げ
ます。会長の時間、本日の卓話等、本当に良い勉
強をさせて頂き、ロータリークラブのすばらしさ
を更に理解いたしました。ニコニコ箱も皆様の心
温まるご協力により目標を達成する事ができまし
た事、改めて御礼申し上げます。この一年間皆様
のご支援とご協力、誠に有難うございました。


