
本日のピアノ演奏曲目

１、テ・キェロ・ディヒステ 2、ひまわり 3、椰子の実
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（第2314回）

例会日 出席 欠席 出席率

7月02日 ３７ １０ 80.43％（会員４６名 ）

6月18日 ３９ メークアップ３名（81.25％）

前回例会（2312回）7/2の主な内容

◎ 幹事報告 （ 白井 幹事 ）

「新年度各委員会委員長」
各委員長挨拶
例会担当：会長・幹事

「 調整中 」

例会担当：出席・プログラム委員会

◎7月のお誕生日お祝い 植田会員

（乾杯の音頭） （佐治直前会長）

【今日から中道会長が船を安全航行して下さる
と思います。皆様ご一緒にご協力して下さる様
よろしくお願い致します。中道丸の船出に際し
て・・・・“乾杯”】

◎会長の時間 会長 中道 均

「年度始りの挨拶と 識字率向上月間の話」
2008-2009年度の始まりについてのご挨拶を申
し上げます。

・例会場は4つのテーブルで食事をしていただきます。
食事形式も変わります。

・7月～9月の服装はクールビズと言うことで軽装で
ご出席して頂いて結構です。

・国際ロータリーレート7月は106円となります。
・本日、月信とロータリーの友をメールBOXに
配布しております。

・国際ロータリーテーマ「夢をかたちに」のバッジを
中道会長より頂戴しておりますのでメールBOXに配
布しております。

前年度会長幹事より今年度会長へ木槌
を幹事へ重要書類の引継ぎが行なわれ
ました。

私どもはまだまだ未熟では有りますが皆様の
お力をお借りしてこの一年、与えられた職務を
まっとう致したいと思います、そのための努力
は惜しまず専念して行きますので皆様のご協力
をよろしくお願い致します。
さて会長の時間ですが私は話が上手ではあり

ませんので例会日は何があった日かをお知らせ
することに致しました。また、月間の案内も致
します。



卓 話
「理事・役員新年度挨拶」

会 長 中道 均

さて、2008～2009年度国際ロータリー会長 Ｄ･
Ｋ･Ｌｅｅ氏のＲＩテーマはＭａｋｅ Ｄｒｅａｍ
ｓ Ｒｅａｌ「夢をかたちに」です。
このテーマに沿って活動し、ＲＩ第2660地区ガバ
ナー横山守雄様が揚げられた下記重点活動計画の
実現に向けて邁進いたします。
1、ロータリアンは以前にもまして自らの職業倫理
を高めて行く努力をしましょう。
2、「クラブ発展のための将来計画を立て、その実
行に着手しましょう」
ＣＬＰについてはクラブ内部の問題点を検討しク
ラブの活性化と発展が期待できる計画案を実行に
移すことです。
３、「地区活動のスリム化に取り組みましょう」
地区活動全般を地区財政の現状に見合ったも
のに見直しましょう。
４、ポリオプラス運動を積極的に推進しましょう。
会員の皆様の忌憚のないご意見をお聞かせ願えれ
ば幸いです。活動推進について皆様のご協力が不
可欠であります。ご支援の程、よろしくお願い致
します。
7月は識字率向上月間
識字とは何なのでしょうか。識字とは、読み書き
ができることですが、これも議論しだすと、ただ
字を覚えればよいと簡単には済ますことが出来ま
せん。それはさておき、識字率と云うのはどう
やって調べるのでしょうか。それには、いろいろ
あって、国勢調査などのときに、「字が書けます
か」とか「自分の名前が書けますか」とか質問し
て、「書ける」と返事をしたら、識字者と判定す
る方法とか、簡単な読み書きテストをやって判定
する方法などがあるそうです。然しながら、それ
を実施出来るだけのその国の組織が整ってないと、
結果は得られない訳ですから、行政組織が整って
いない国の識字率は、推定に過ぎないもので、実
際はもっと低いものなのでしょう。

副会長（クラブ奉仕担当理事）
橋本 泰明

副会長の要職を賜りました橋本です。これか
らの一年間、微力ではありますが、会長、幹事
を補佐しクラブ運営のお手伝いをしてまいりま
すので、会員皆様ご指導ご鞭撻をお願いいたし
ます。当クラブでは副会長は、クラブ奉仕担当
理事を兼ねる決まりになっています。

国際ロータリーの「クラブ奉仕委員会の手引き」に
は、クラブ奉仕の最も重要な職務に、「会員基盤の維
持増強」と「クラブレベルを超えてロータリーで奉仕
できる指導者の育成」が記載されています。
この二つの職務を遂行するためには共通して必要な

ことがあります。増強は云うまでもなく絶え間なく進
めてゆく必要がありますが、さらに大事なことは会員
に対する絶え間ない働きかけです。 これが、ここに
書かれた会員基盤の維持と指導者の育成に繋がります。
新入会員には適切な活動のチャンスを見つけ、ロータ
リーの楽しさを自分で見つけられるよう助言手助けを
し、一方旧来の会員には、その経験と知識を利用して
新入会員の育成とクラブ運営に努力していただくこと
が最重要と考えます。
ここ数年クラブの活動環境は必ずしも良くありませ

ん。華やかではありませんが、基本に忠実な活動を続
けてゆくことが守口ロータリークラブの再生、発展に
繋がると確信しています。 今年一年間、これを一番
の課題として進めてゆきたく考えます。 会員の皆様
の絶大なご協力をお願いして挨拶に代えさせていただ
きます。

理 事

横尾 定美

このたび中道新会長のもとで、無任所の理
事を仰せつかりました。これといった特別の
抱負もあり増せんが、何かの時にお役にたて
れば、と思っています。今後とも宜しくお願
いいたします。

理 事
西原 房三

無任所理事を拝命しました西原です。同じく横尾
会員と同じく無任所理事と言う事で、特に抱負など
ございませんが、中道年度がスムーズに進むように、
何かありましたら、お手伝いさせていただきます。
今年一年よろしくお願い申しあげます。

社会奉仕委員会
篠崎 満信

前年度に引続き、社会奉仕委員会を仰せつかりました
篠崎でございます。
ロータリーの四大奉仕の一つであります。 次項へ



大変重要な社会奉仕事業を不肖私が、二年も続
けて担当させていただくことによって折角、これ
までの歴代委員長が、積み重ねてこられました社
会事業の芽を摘み取ってしまうのではないか、前
進させるどころか、後退させてしまうのではない
かと、大変心配です。
どうか私の至らない所は、中道会長、役員の各位、
会員の皆様方にご指導、ご助言、ホローをいただ
くことによって、その職責を全うできるよう、頑
張ってまいる所存でございます。 よろしくご協

力賜りますよう、お願い申しあげます。

国際奉仕委員会
松尾 安彦

１．継続事業としてスモーキーマウンテンの奉仕
活動

２．モンゴルの子供相撲大会の協賛（守口ｲﾌﾞﾆﾝ
ｸﾞＲＣ・門真ＲＣ）

３．「アジアの諸国へ緑の恩返し」の事業、４月
ベトナム、５月タイ、と実施済７月は私が
フィリピンに行き、８月は当社の社員がマ
レーシアに行く予定。
10月インドネシアに２回と来年の３月に中国
に行く計画をしています。

職業奉仕委員会
辻村 弘

職業奉仕はロータリーの根源をなすものであるとい
うことを、よく聞かされて来ましたが、社会奉仕と
比べると活動の度合い少ないように思われます。
2660地区委員会として考え方はこの部門を是非共、

今以上に活性化させてもらいたい。現在までの報告
では優良企業訪問がもっとも多く代わり映えしてい
ないように思われる。
地区協議会にて各クラブお願いしたい事柄

１）クラブと共同で推進
２）個人の職業紹介
３）相互扶助の促進
４）出前授業への参加
以上の事柄の中でクラブの独自性を考慮し継続事

業として取組んでもらいたいとの考えである。地区
の事業を参考に職業奉仕の基本である知り合いを広
め職業倫理の高揚と相互扶助の精神を今以上に高め

られる事業に取組んでまいりたいと思っています。

青少年ローターアクト委員長
吉川巧一

昨年に引き続き委員長を仰せ付かりました。本年度
は昨年度充分出来なかった点を少しでも充実できる
ようがんばりたいと思います。青少年関連では「中
学生スピーチコンテスト」の支援と例会でのご紹介
を予定しています。ＲＡＣ関連では、本年も多くの
皆さんにRACの例会にご出席頂くなどでよりご理解を
深めて頂ける機会を設けたいと思います。更にＢＡ
会のあり方についても検討し理事会等に御提言させ
て頂く予定です。一年間よろしくお願いします。

Ｓ.Ａ.Ａ
川村 弘和

本年度Ｓ.Ａ.Ａを努めさせて頂きます川村でござい
ます。 再入会していきなりの大役にとまどってお
ります。何かと失敗やご迷惑をお掛けすると思いま
すが、この一年、副Ｓ.Ａ.Ａの宇賀様とともに明る
い例会、楽しい例会、出席率を高められる例会、か
つ秩序正しく品位を保つ例会運営を精一杯進めてま
いりたいと存じます。
会員の皆様方の御指導、ご協力を賜りますよう、

よろしくお願い申しあげます。

幹 事
白井 孝彦

この度 幹事の大役を仰せつかりました 白井
です。
これまで諸先輩から クラブ運営において幹事の
果たすべき役割・責任等々についてお教え戴く内
に 私のようなもので務まるかどうか心配がどん
どん増大してきております。
とは言え今日から新年度がスタートしております
ので、会長をはじめ会員の皆様のご指導を仰ぎな
がら微力ではありますが精一杯頑張る所存ですの
で 1年間どうぞ宜しくお願いいたします。

5/28撮影分

5/7撮影分



◇◇◇委員会報告◇◇◇
広報雑誌・会報委員会 (三浦雅裕委員長)
○7月ロータリーの友記事紹介
・RI会長メッセージ
・全地区ガバナーのご紹介
・第2680地区大会教育対談要旨
親睦活動委員会 (神田委員長)
・家庭(情報)集会のご案内
日時：7月25日（金）18：00～
場所：パノラマレストランアサヒ
会費：10,000円

社会奉仕委員会 （篠﨑委員長）
○薬物乱用防止教室のご案内
・守口第四中学校生徒351名 保護者対象
日時：7月9日(水)14：35～
場所：守口第4中学校体育館

・守口市立梶中学校生徒656名 保護者対象
日時：7月14日（月）11：35～12：40
場所：守口市立梶中学校体育館

◇◇◇第１回クラブ協議会だより◇◇◇
日時：7月2日(水)13：30～
場所：3F「平安」出席：18名
議題：・事業計画について ・予算について

◇◇◇第１回理事会だより◇◇◇
日時：7月2日(水)14：30～
場所：3F「平安」出席：11名
議題：事業計画表について・・承認

・2008～09年度前期会費等の請求書の件
・・・承認

・守口門真ジャズフェスティバル名義使用
の件・・承認

・寺方提灯踊りの件・・承認
（お花1万円）

・Ｉ.Ｍの件・・委員長＝多田会員
委員＝委員長と三役で決める

雛壇 一同 一年間ご協力の程宜しくお願い致
します。

大西 会員 年初例会欠席、中道年度の船出を
祝して。

佐治 会員 中道丸の船出を祝して。
多田 会員 ・中道内閣の船出を祝して。

・６月26日のゴルフで入賞しまし
た。

宮内 会員 中道年度年初例会を祝してがん
ばって下さい。

神田 会員 中道会長年度のスタートを祝して。
又、先週のゴルフコンペで多田会
員にお世話になりました。有難う
ございました。

石橋 会員 中道年度の門出を祝して。
横尾 会員 新会長を祝して。
深田 会員 祝、中道丸出帆。
横山 会員 中道執行部の船出を祝して。
西原 会員 先週のゴルフ会、多田会員にお世

話になりました。
楠神 会員 これからの一年、“幸”多かれと

祈ります。
阪口 会員 中道丸の船出を祝して・・・。
石井 会員 中道新年度の前途を祝して。
三浦俊会員 頑張ってください。
高橋 会員 中道年度の門出を祝して。
篠崎 会員 中道年度のスタートを祝して。

7/2結婚・誕生ニコニコBOX 累計96,000円

佐治年度最後の家庭集会の様子

6／25 柿右衛門にて


