
本日のピアノ演奏曲目

１．浜辺の歌 2．踊りあかそう ３．ダンシング・クイーン

2008~09・RIテーマ

2009年7月8日

（第2357回）

2009年7月15日

（第2358回）

例会日 出席 欠席 出席

6月24日 ３７ ８ 82.22％（会員４５名）

6月10日 ３９ メークアップ３名（86.66％）

前回例会（2356回）6/24の主な内容

一年間〔週報」のご愛読あり
がとうございました

08～09年度広報雑誌・会報委員会一同

◎幹事報告 （ 白井 幹事 ）

「新年度 挨拶」
理事・役員

担当： 会長・幹事

「新年度各委員長挨拶」
各委員会委員長
担当：会長・幹事

◎ゲスト紹介
内田会員のお客様
松井 秀雄様 （三洋電機㈱常勤監査役）

◎ビジター紹介
川口 和三様 （門真ＲＣ）

退会ご挨拶 《内田 年弥会員》

【私４年前に三洋電機監査役に就任したと同時に
前任より引継ぎましてロータリー会員にさせてい
ただきました。監査役になりゆっくりするつもり
でしたが、今迄以上に刺激的な４年間で、皆様ご
承知の通り三洋電機は新聞紙上でお騒がせしてい
ますように色々な問題に監査役として直面し、非
常に緊張した４年間でした。

・守口ローターアクトクラブ創立40周年
記念式典のご案内
日時：6月28日（日）14：00～19：00
場所：守口ロイヤルパインズホテル3Ｆ
ご出席者の方宜しくお願い致します。
・例会休会のご案内

2009年7月1日（水）
次年度年初例会は、
2009年7月8日(水)
開会時間はいつもより5分早く12時25分より
開会します。

その中でロータリーに入れていただいて、
皆様にお付合いしていただきました。入会
して一年目で大役のクリスマスの司会を仰
せつかりまして、ロータリーに入って良
かったなあと懐かしく思いだしている所で
す。明後日の株主総会で正式に任期満了と
なり退任致します。本当に４年間親しくお
付合いいただきまして本当に有難うござい

ました。】

七夕

守口ロータアクトクラブ創立
四十周年での河野会長の挨拶



卓 話
「退任挨拶」

会 長
中道 均

皆様、いろいろとありがとう御座いました、ク

ラブに対してどれだけのお役にたったのか分かり

ませんが会長職のこの一年をより良い経験として

頑張りたいと思います。

わがまま気ままな１年を過ごしたようにも思い

ますが皆さんの寛容さの中で何とか無事に過ごせ

たことに対しまして御礼を申し上げます。そして

組織の一員として協力頂きました、理事役員、各

委員会の委員長様、本当にありがとう御座いまし

た、そしてお疲れ様でした。

特に週報の作成に辺りご苦労をお掛け致しまし

た、三浦委員長様ありがとう御座いました。そし

て次年度の組織へのより一層の協力をお願い申し

上げ反省と御礼とさせて頂きます。

無任所理事
横尾 定美

この一年間、中道会長のもとで無任所理事をや

らせていただきました。何も特にこれといったお

手伝いも出来なくて、申し訳なく思っております。

しかし理事として毎週一回例会に出席することは、

気持の上でも、また健康的にも大変有意義なこと

でした。これからも、毎週出席して、ロータリー

ソングを歌いたいと思いますので、宜しくお願い

致します。

クラブ奉仕担当理事
(副会長) 橋本泰明

今年度副会長、クラブ奉仕担当理事を努めさせ
ていただきました、橋本でございます。

本年度は、社会的経済的に非常に厳しい一年

でありました。

当クラブもこれに習い、会員数の減少にとも

なう経理的な問題もかかえ、難しい一年でした。

副会長として、皆様にお役に立てることが十分

に無かったことをお詫び申し上げます。

クラブ奉仕としては、各委員会を中心に活発な

活動をしていただきました。

特に、これからロータリー活動に必要なのは、

地域との連携といわれています。

今年も継続して行なわれた社会奉仕委員会を中

心とした三救運動などはこの典型で、地域のか

たがたに十分なアピールができたのではないか

と思います。 また、親睦活動委員会において

も、会員相互間の親睦を深める数々の活動をい

ただき、クラブ会員の結束を強めることができ

ました。

今年度の例会は今日で終わりますが、さらに

有意義な活動が次年度以降も継続して行なわれ

るよう、期待して退任のご挨拶とさせていただ

きます。

社会奉仕委員長
篠﨑 満信

年度の終わりにあたり、一言ごあいさつを申

し上げます。先々週の例会での社会奉仕賞の表

彰をもちまして、今年度予定しておりました全

ての事業を終了させていただきました。

この一年間、会員の皆様方には、いろいろと

お世話になり有難うございました。

その中で、前年に引き続いて実施した「3救運

動講習会」と「薬物乱用防止教室」は、それぞ

れ5年目、3年目を迎え学校関係者、地域住民の

方々に、守口ロータリークラブの社会奉仕事業

として、開催の必要性とその意義、そして引き

続いての実施に期待を寄せていただいておりま

すことは、誠に喜びに堪えません。

中道会長はじめ役員の方々、会員の皆様方の

ご指導、ご協力に対し、心から感謝とお礼を申

し上げ、退任のご挨拶と致します。



職業奉仕委員長
辻村 弘

職業奉仕委員会に対しまして今年一年間ご指

導ご鞭撻ご協力誠に有難うございました。お陰

様で、当初予定いたしておりました。行事をま

がりながらも塾すことができました。 会員の

皆様のご協力のお陰と深く感謝申し上げます。

尚来年度も引き続きさせていただきますので変

わらぬご支援宜しくお願い致します。

国際奉仕委員長
松尾安彦

今年度は、皆様方には当委員会活動にご協力

頂きまして有難うございます。

モンゴル国わんぱく力士を迎えての親善相撲は、

新聞、テレビ、また地元のメーカー会社の社内

新聞にも採り上げられました。また個人的には

フィリピン,マレーシアの植林事業にも参加いた

しました。

委員会事業として、吉川会員、水谷会員様に

は今年度も「スモーキーマウンテン・スカラー

シップ」事業にフィリピンに行ってもらいまし

た。ご苦労さまでした。

今年度予定しておりました事業を無事終了す

ることが出来ました。

事業に参加して頂きました会員様には有難う

ございました。

幹 事
白井 孝彦

中道会長のもと 幹事の大任を仰せつかり不安
一杯でのスタートでしたが、皆様のご指導・ご協
力のお陰で 何とか１年間 大過なく任務を終え
ることができました。

また、私にとっても大変有意義な経験をさ

せていただきましたことを 心より御礼申し

上げます。

残念ながら会員増には到りませんでしたが

次年度頑張りますのでご支援のほど宜しくお

願い申し上げます。

Ｓ.Ａ.Ａ
川村 弘和

昨年の2月再入会させて頂きいきなり、白

井幹事からＳ.Ａ.Ａをお願いしますとのこと

で、1年間勤まるか悩みましたが、再入会の

事もあり断ることも出来ず、今日まで挑戦し

てまいりました。

良きＳ.Ａ.Ａの役割を果たせたかわかりま

せんが、中道会長をはじめとする役員の皆様、

並びに会員の皆様、事務局の皆様のご協力、

宇賀副Ｓ.Ａ.Ａのご援助を賜り何とか大役を

遂行できました事、感謝申し上げます。ロー

タリークラブの例会がクラブ運営にとって如

何に大切であるか理解いたしました。

また、ニコニコ箱も皆様の心温まるご協力

によりほぼ目標を達成する事が出来ました事、

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。

6/3 撮影分

6/17 撮影分

今年度最後の卓話のようす



雛壇 一同 一年間ご指導、ご支援、本当に有難
うございました。

中島 会員 いずみホールにおきまして須山知行

先生、追惜演奏会大盛会に無事終わ

りました。会長中道均様始めご一同

様大変御世話様になりまして有難う

ございました。

神田 会員 ①一年間、親睦活動にご協力を賜り

有難うございました。

②2週間前にソケイヘルニア

〈脱腸〉の手術をしました。

やっと痛みも取れ、これで思いっ

きりお酒が飲めます。

内田 会員 4年間お世話になりました。後任の

松井さんをよろしくお願いします。

佐治 会員 中道会長並びにヒナ団の皆さん一年

間御苦労様でした。

横山 会員 一年間ご苦労様でした。

石井 会員 中道丸の無事着岸を喜んで。

篠﨑 会員 社会奉仕委員長として一年間大変お

世話になりました。

博多 会員 高速料金1600円で軽井沢まだ行けて。

白井 会員 友永会員、息子家族が大変お世話に

なりました。

中道 会員

ニコニコ箱150万円達成しました。

白井 会員

6/24 結婚・誕生ニコニコBOX 累計1,512,000円

◇◇◇パスト会長会議だより◇◇◇
日時：6月24日（水）13：30～

場所：「豊秀」出席：15名

議題：2010～11年度ガバナー補佐選出の件

◇◇◇委員会報告◇◇◇

次年度親睦活動委員会

（神田副委員長）

家庭（情報）集会のご案内

日時：2009年7月25日(土)ｐｍ6：00～

場所：パノラマレストランアサヒ

京橋（IMPビル26F）

会費：10,000円

国際ロータリー第2660地区
守口ロータアクトクラブ

創立四十周記念
開催日：2009年6月28日

開催場所：守口ﾛｲﾔﾙﾊﾟｲﾝｽﾞﾎﾃﾙ

式典終了後 記念撮影

熊澤パストガバ
ナー（左）西口
市長（右）挨拶

三浦均次年
度ロータア
クト委員長
乾杯の音頭

提唱クラブ
中道会長挨拶


