
本日のピアノ演奏曲目

１、浜辺のうた 2、波（wave） 3、サマータイム

2008~09・RIテーマ

2008年7月16日

（第2314回）

2008年7月23日

（第2315回）

例会日 出席 欠席 出席率

7月09日 ３７ ９ 80.43％（会員４６名 ）

6月25日 ４３ メークアップ５名（89.58％）

前回例会（2313回）7/9の主な内容

◎ 幹事報告 （ 白井 幹事 ）

「 不動産の常識・非常識 」
水谷 治人会員

例会担当：出席・プログラム委員会

◎ 会長の時間 会長 中道 均

1885(明治18)年、この日開業した日本鉄道東北

本線の宇都宮駅で、日本初の駅弁が発売された。

宇都宮市で旅館業を営んでいた白木屋嘉平が、

たまたまその旅館に宿泊していた日本鉄道の重

役の薦めで販売した。握り飯2個とたくあんを竹

の皮に包んだもので、値段は5銭だった。

日本鉄道構内営業中央会が1993(平成5)年に制

定4月では駅弁の需要拡大が見込まれる行楽シー

ズンであり、「弁当」の「とう」から10日、さ

らに「4」と「十」を合成すると「弁」に見える

・事業計画書をメールBOXに配布しております。
・上期会費等請求書をメールBOXに入れさせて

いただいております。
（今年度はポリオ撲滅寄付金が含まれており
ます。

・第6組のＩ.Ｍ報告書が届いておりますので、
ご欄下さい。

・2008～09年度の週報ファイルを配布しており

ます。

ことから駅弁が日本で初めて売り出されたの

は1885(明治18)年7月16日であるが、7月は季

節がら弁当がいたみやすいため、4月に記念日

が設定された。

（外国人力士の日）1972(昭和47)年、大相撲
名古屋場所で、ハワイ出身の力士・高見山大
五郎が外国人力士として初めて幕内優勝した。
（薮入り）昔、商店に奉公している人や、嫁
入りした娘が、休みをもらって家に帰った日。
１月16日 7月16日だけ実家に帰ることが許さ
れていた。

◎ビジター紹介
亀井 築美 （大阪西南ＲＣ）

「 追憶の松下幸之助さん 」
横尾 定美会員

例会担当：会員選考委員会

地域社会の最も大切な

資源である「子供たち」に光を
RI会長メッセージ

7/9の例会前の様子
例会場の壁紙が替わった
のはご存じでしたか？

「駅弁の日」



卓 話
「 各委員会 委員長挨拶 」

ロータリー財団委員長
石井 賢治

今年度当財団を担当させて頂く事になりま

した石井です。何卒よろしくお願いします。

当委員会では、ロータリー財団の活動状況

を会員に周知し、理解を深め、協力して頂け

る様に努めて参ります。そして当クラブで一

人でも多くのポールハリスフェロー、マルチ

プル、更にベネファクターの称号を得られる

様に、会員皆様のご協力をお願い申し上げま

す。

因みに今年度当地区より派遣の国際親善奨

学生５名の内１名が当クラブで推薦した辻井

萌子さんです。 彼女の活躍を期待していま

す。

米山奨学委員長
菊田 芳

本年度、米山奨学委員長を仰せつかりまし

た菊田でございます。ロータリー活動の中で

も、財団法人ロータリー米山記念奨学会の行

う事業は世界の数あるロータリークラブの中

で他に類をみない、日本独自の事業であり、

ロータリーアンとして誇りを持って取組むべ

きプロジェクトであります。このことを肝に

銘じて会員皆様のご理解を得て責務を全うし

たいと存じますので、何卒ご協力の程、宜し

くお願い申しあげます。

職業分類委員長

内田 年弥

今年度、職業分類委員会委員長を仰せつかり

ました内田です。正直な所、勉強不足で皆様に

ご迷惑をかけるのではと心配ですが、

先ずは、定例行事を着実に実施すること、そし

て会員の拡大･増強に対応できるよう理事会の

皆様のご指導、ご協力をバランスの取れた弾力

的な職業分類を検討して行きたいと考えていま

す。

一年間、どうかよろしくご指導、ご鞭撻のほ

どお願い申し上げます。

会員選考委員長
常盤 泰弘

会員より推薦された人物を、個人的な面、人

格、職業、社会的地位、適格性を調査する委員

会で、細則に近づけて選考して行きたいと思い

ます。

ロータリー情報委員長
大野 智子

この度、中道新会長の下でロータリー情報委

員長を努めさせて頂きます大野でございます。

入会一年余りで経験も浅い私に荷が重く不安で

すが、幸いにも副委員長に他谷会員がいて下さ

いますので安心です。地区ロータリーの情報を

集め提供させていただきます。

会長始め皆様に色々とご指導とご協力を頂きま

して一年間頑張って参りたいと思いますので、

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

5/7撮影



親睦活動委員長
神田 隆司

本年度、親睦活動委員長をお仰せつかりま

した神田でございます。

「親睦であって奉仕活動」を基本理念とし、

友永副委員長をはじめ委員会メンバー全員で

アットホームな雰囲気づくりと会員相互の信

頼友情を深められるよう努力してまいりたい

と思います。又、ゴルフ同好会の幹事も担当

させて頂きますが、特に本年度は三クラブ合

同コンペのホスト役を務めることになってお

りますので、より多くのご参加をお願い致し

ます。どうかこの一年、会員の皆様方のご指

導ご鞭撻ご協力をお願い申しあげます。

出席･プログラム委員長
水谷 治人

本年度、出席プログラム委員長を仰せつか

りました、水谷でございます。一昨年度の

S.A.A.昨年度の親睦活動委員長に引き続き、

クラブ奉仕の一翼を担わせていただきます。

若輩者ではございますが、精一杯務めさせて

頂く所存でございますので、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。

広報雑誌・会報委員長

三浦 雅裕

昨年度に引き続き広報雑誌・会報委員長を仰
せつかりました。三浦でございます。

実は私が入会させて頂いたのは、三浦俊造

会長年度の２月で、６月までは親睦活動委員

会でお世話になり、石井会長年度で田代元会

員の下、副委員長として広報雑誌・会報委員

会でお世話になり、まずは、週報作りを教え

て頂き、佐治会長年度で委員長を仰せつかり

独断で一年間走り続けてまいりました。しか

しこの週報を見ていただいているのは守口

ロータリークラブ会員様だけでなく、ホーム

ページで毎週掲載（更新）しておりますから

私一人のカラーで続けることもできますが、

広報委員会も３年目に入り週報作りにも少し

余裕ができ会員の皆様からのご希望やご要望

にも多少なりお答えすることも出来ることと

思います。これからもご協力のほどよろしく

お願い致します。

ご意見ご要望がございましたら事務局までご

連絡下さい。

会員増強委員長(会長兼任）

中道 均
退会防止を会員増強策の一つとして考える。

本年度会員増強目標は４名とし、ご紹介があ
れば、仕事を措いてでも伺いますのでよろし
くお願い致します。

2008～09年度地区委員会会議ご案内

○合同地区委員会

日時：2008年7月19日(土）13：00～
場所：YMCA会館
○第1回ローターアクト正副委員長会議
日時：2008年7月12日(土)13：30～
場所：OMMビル 201号
○第1回クラブ国際奉仕

世界社会奉仕委員長会議

日時：2008年8月2日(土)9：30～
場所：薬業年金会館601号
○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：2008年7月26日(土)10：00～
場所：薬業年金会館601号
○クラブ広報雑誌・会報委員長会議

日時：2008年8月9日（土）13：30～
場所：薬業年金会館601号



◇◇◇委員会報告◇◇◇
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スタート
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）
・2007～08年度献血キャンペーン報告

献血キャンペーン寄付収支報告
収入：1,547,205円
支出：1,547,205円（記念品購入他）

・地区より岩手・宮城内陸地震義援金のお願い
・薬物乱用防止教室開催（全校対象）

場所：守口市立第4中学校体育館
本日（7／9）14：35～

◇◇◇委員会だより◇◇◇
職業奉仕委員会

日時：7月9日(水)13：30～
場所：5F「事務局」出席：5名
議題：・職業奉仕月間の件

・出前授業について
・職業奉仕賞について

辻村 会員 佐治直前会長大変お世話になりま
した。

多田 会員 熊澤先生、先日は有難う御座いま
した。のどの調子、快調になりま
した。

石井 会員 本年度、ロータリー財団委員長を
務めさせて頂きます。

大野 会員 ロータリー情報委員長お受けしま
した。皆様どうぞよろしく願いい
たします。先月、柿右衛門で美味
しく頂きました。西原さん有難う
ございました。

７/9 結婚・誕生ニコニコBOX 累計115,000円

◎在籍期間表彰 （2007～2008年度 44名）
(担当：出席プログラム委員会・・・・記念品：Ｋカード)

４７年 駒村
４０年 西原
３６年 常盤
３４年 深田

３１年 大西・熊澤
２７年 横尾
２６年 横山
２５年 楠神・三浦（俊）

２４年 田中・佐治
２３年 多田・阪口

１７年 須山・中島・他谷
中道・高橋・木﨑

１６年 橋本・宮内・辻村
１３年 石井・江端
１２年 石橋・松尾・西口
１０年 谷口

９年 菊田・菅野・伊東
７年 白井・篠﨑
４年 水谷
３年 吉川
２年 内田・三浦（均）

三浦（雅）・友永

１年 神田・宇賀・大野・村田
１年未満 川村・植田

【合計４６名】

在籍４０年西原会員 在籍３４年深田会員

在籍２５年楠神会員 在籍２４年佐治会員

在籍１７年中道会長・木崎会員・他谷会員


