
本日のピアノ演奏曲目

１．夏の思い出 ２．太陽がいっぱい ３．ひまわり

2009~10・RIテーマ

2009年7月15日

（第2358回）

2009年7月22日

（第2359回）

例会日 出席 欠席 出席

7月08日 ３５ ７ 83.33％（会員４２名）

6月17日 ３９ メークアップ３名（86.67％）

前回例会（2357回）7/8の主な内容

今年度一年宜しくお願いします
広報雑誌・会報委員一同

「新年度各委員長挨拶」
各委員会委員長
担当：会長・幹事

「効果的なロータリークラブとな

るための活動計画の指標について」

Ｉ.Ｍ第3組ガバナー補佐 西垣 文雄氏

担当：会員増強委員会

中道直前会長⇒宮内会長へ木槌の引継

白井直前幹事⇒水谷幹事へ重要書類引継

◎新入会員ご紹介

事業所：三洋電機株式会社 常勤監査役
守口市京阪本通2-5-5

◎誕生日お祝い

植田 由久会員

◎会長より記念品贈呈

中道直前会長 記念品のバッジ贈呈
橋本直前副会長
白井直前幹事

《乾杯の音頭》 中道直前会長
本日は宮内年度出航お祝いし、元気で一年間努め
て頂く事を祈念しまして乾杯させて頂きます。そ
れではご唱和お願い致します。【乾杯】！！

前年度幹事報告 白井直前幹事
・前年度（6月末）退会者報告
横山 正憲会員 他谷冨美子会員 髙橋 敏朗会員
・守口ローターアクトクラブ創立40周年記念式典

6月28日（日）開催・登録者数：36名出席者：20数名

松井 秀雄
（まついひでお）様

宮内丸 出航



皆様、こんにちは。今年度、会長を仰せつかりまし

た宮内です。１年間、宜しくお願いいたします。

さて、会長の時間ですが、今日は自己紹介をさせて

いただきます。

私は、1943年（昭和18年1月13日）大阪生まれ、鹿
児島の片田舎で育ちました。憶えていらっしゃる会員

の方もおられるかと思いますが、3年程前に私の故郷で
ゴルフ同好会の親睦会を行いました。鹿児島は九州の

最南端に位置し、左側に突き出た薩摩半島の最も西寄

りが私の故郷：野間池です。近くには、大陸との貿易

で栄えた日本の三大津の坊津港があります。ちなみに

三大津とは他に、筑前の博多港と伊勢の安濃津を言い

ます。私が子供の頃は美味しいブリが水揚げされてい

たのが、現在では温暖化も関係しているのでしょうか

、海流の変化により全く姿を見せなくなったそうです

。

◎会長の時間 会長 宮内 勝夫

◎幹事報告 （水谷幹事）

・事業計画書、月信をメールBOXに配布
・新会員の松井会員には親睦活動委員会に所
属していただきます。
・今年度より月初に四つのテストを歌います。
・例会後、新年度記念写真撮影をします。
・写真撮影後クラブ協議会、理事会を飛鳥の
間にて開催致します。

職業分類は運輸倉庫となっておりますが、正

式には一般貨物自動車運送事業といい、他人の

需要に応じ有償で自動車（軽自動車および自動2
輪を除く）を使用して貨物を運送する事業であ

ります。我が社は、車両40台･社員50名程の零
細企業です。得意先として特別積合せの近物レ

ックス･ビールのアサヒ、ホームセンターのコー

ナン、照明メーカーの小泉産業などが主要荷主

です。以上のように話下手ではございますが、

1年間、ご辛抱願えればと思います。

卓 話 「新役員挨拶」

この度、2009～2010年度守口ロータリークラブ会長
の大役を仰せつかりました。諸先輩方の築かれた輝かし

い歴史と伝統ある当クラブのより一層の発展のため、誠

心誠意努めて参る所存でございますので、この一年間、

理事・役員をはじめ会員の皆様の御指導・ご協力をよろ

しくお願い致します。

さて、国際ロータリー会長ジョン・ケニー氏が掲げた
本年度のテーマは、「The future of Rotary is in
your hands.」「ロータリーの未来は、あなたの手の中
に」です。我々一人一人は、いわば過去を未来へと繋ぐ

鎖の輪のような存在であり、大いなるロータリーの伝統
の一部を成していると考えるものです。また、2660地区
においては、「ロータリーを身につけよう」を活動方針

に掲げています。
当クラブの活動方針は、次年度が創立50周年を迎える
ため、「会員増強・退会防止」とさせて頂きたいと思い
ます。50人クラブをスローガンに、全会員が一丸となっ
て目標達成にご協力いただきますようお願い申しあげま

す。

副会長を仰せつかりました石橋です。もとよりそ

の器ではございませんが、会長、幹事を補佐し、

円滑なクラブ運営に少しでもお役に立てればと

願っております。各委員長様には、すでに活発に

活動いただいており感謝しております。

幹事の水谷さんの様にフットワーク軽くとはい

きませんが、何なりとご相談いただければ幸いで

す。来年2月には当クラブ主管のＩ.Ｍが開催され
ます。

会場等はすでに中道会長年度で早々にご手配い

ただきました。多田パスト会長が実行委員長に就

任いただいておりますので、その指導のもと副委

員長として準備を進めてまいります。色々と皆様

にご無理ご協力をお願いするかと思いますが、何

卒よろしくお願いいたします。

副会長（クラブ奉仕担当理事）

石橋 高夫会長
宮内 勝夫



無任所理事
石井 賢治

宮内会長年度で、無任所理事を仰せつかりました石
井です。
そもそも、無任所理事は出番の無い方がすべての物
事が順調に進んでいる証拠であろうと考えて居ります。
新年度の理事役員及び各委員長の顔触れを拝見すると、
皆様夫々適任で、これだと私の出番は無さそうだと安
心しております。至らぬ事多い私ですが,若し何等かの
お役に立てれば幸甚と思っています。
どうぞ守口クラブ会員の皆様、よろしくお願い申し
あげます。

無任所理事
佐治 信隆

守口クラブのみならず他のクラブもかかえる会員減少の

歯止めと、新たな人材の発掘によって会員増強を計ること

が各ロータリークラブの第一の問題となっているおり、宮

内会長が今年度の守口クラブの会長職を円滑に勤められる

には、当然のことながら会員全員が会長を盛り上げ支えな
ければ任務を全うできないと思います。守口クラブは2年
後には創立50周年を迎えます。それを一つ目標としてとら
えていかねばならないと思います。現会員は魅力ある有能

な人材がいっぱい揃っています。後は新会員の増強です。

要は会員一人が一人の新会員候補を紹介すれば、倍の守口

クラブ会員ができます。まあそう簡単にはいきませんが、

それぐらいの気持で宮内会長を皆んなでサポートしていき

ましょう。

社会奉仕委員長
菊田 芳

この度、社会奉仕委員会を仰せつかりました菊田でご
ざいます。

職業奉仕委員長
辻村 弘

昨年度に引継ぎ職業奉仕を担当いたします辻村でご
ざいます。
職業奉仕の活動、クラブ全体はもちろん会員皆様方
の絶大なるご協力が、是非とも必要でありますので、
昨年同様ご支援ご鞭撻の程よろしくお願い致します。

青少年奉仕委員長
三浦 均

青少年奉仕・ローターアクト委員長を拝命致しまし
た三浦でございます。
次代の担い手である青少年を育成すると共に夢と希望
を持ってもらうために、青少年に対する援助協力を行
い今後の青少年奉仕活動のあり方を模索する。
（事業計画）

1）「中学生スピーチコンテスト」の援助を行い、
今の中学生の現状を認識し青少年奉仕の意識高
揚に努める。

2）ローターアクトクラブの発展に寄与する方策を
研究する。
イ）合同例会の開催
ロ）ローターアクトクラブで会員の増強を手助け

する様に会員にすすめる。
ハ）ローターアクトクラブの例会に全会員が交替

で出席を目指す。
3）社会奉仕委員会が実施する3救運動、市民まつり

への参加等に協力して共に推進する。

ロータリー活動の根幹を成す四大奉仕部門の一つ
を担当すると言う大変な重責を担うということにな
り、なにぶん非力な私ですが、歴代委員長の方々が
続けてこられた3救運動や薬物乱用防止教室等の諸事
業を皆様方のご助力を賜りまして、私に与えられま
した職責を全うしたいと存じますので、この一年間
皆様方の一層のご指導、ご協力の程お願い申しあげ
ます。

6/3撮影分



幹 事
水谷 治人

微力ではございますが、持てる力を全て出し切っ

て、幹事の立場から宮内会長が立案された事業計画

を推進し、宇賀会計、三浦（雅）副幹事とともに宮

内会長を支えてまいる所存でございます。

未来の守口ロータリークラブの繁栄のために厳しい

お願いをさせていただくこともあるかと存じますが、

ご指導、ご鞭撻、ご協力のほど、何卒よろしくお願

い申し上げます。

Ｓ.Ａ.Ａ
神田 隆司

本年度、S.A.Aを仰せつかりました神田でございます。
経験の浅い私にこのような大役が務まるかどうか大変不

安でありますが、副S.A.Aの植田会員とともに楽しく和や
かな例会、かつ秩序と品位を保つ例会、また、親睦委員

会の皆様と協力して、ゲスト・ビジターの方々が楽しん

で頂ける例会を目指して勇往邁進してまいりたいと思い

ます。

何かと失敗やご迷惑をおかけすると思いますが、この

一年間頑張ってまいりたいと存じますので、会員の皆様

のご指導ご協力を賜りますようお願い申しあげます。

◇◇◇第1回クラブ協議会だより◇◇◇
日時：7月8日（水）13：40～
場所：「飛鳥」出席：22名
議題：事業計画について

◇◇◇第1回理事会だより◇◇◇
日時：7月8日（水）15：00～
場所：「飛鳥」出席：12名
議題：2009～2010年度上期会費請求の件
例会時間変更の件
入会金変更の件
出席プログラム委員会副委員長選出の件
50周年実行委員会について

◇◇◇委員会報告◇◇◇
広報雑誌・会報委員会 （村田委員長）
・ロータリーの友7月号紹介
クラブ探訪（天下のさきがけ）水戸ロータリー
クラブ 7ｐ～11ｐ

親睦活動委員会 （大野委員長）
家庭（情報）集会のご案内
日 時：2009年7月25日(土)ｐｍ6：30～
場 所：パノラマレストランアサヒ
参加費：10,000円

社会奉仕委員会 （菊田委員長）
薬物乱用防止教室開催ご案内
日時：平成21年7月16日（木）9：50～10：50
場所：守口市立八雲中学校 体育館

雛壇 一同 一年間宜しくお願いします。

常盤 会員 長期欠席のお詫び。

辻村 会員 宮内内閣の船出を祝して。

中道 会員 宮内丸の出港を喜んで。

石井 会員 ①宮内丸の無事出航を祝して。

②ＪＲトワイライトエキスプレス

で北海道南西部へ旅行出来ました。

田中 会員 宮内丸の出帆を祝して。

深田 会員 宮内丸の出航を祝して。

西原 会員 ①宮内年度を祝して。

②長期欠席のお詫び。

阪口 会員 宮内丸の船出を祝して・・・。

大西 会員 宮内丸の船出を祝して。

橋本 会員 新年度発足を祈念して。

菊田 会員 宮内丸の希望溢れる船出を祝し、

恙なく目的港に着岸されんことを

祈念して。

篠﨑 会員 宮内執行部の船出を祝して。

白井 会員 宮内年度スタートおめでとうござ

います。

川村 会員 西原会員久し振りのお顔を拝見して
！！ 神田Ｓ.Ａ.Ａ頑張って下さい。

7／8 結婚・誕生ニコニコBOX
累計93,000円

乾杯の音頭

中道直前会長


