
本日のピアノ演奏曲目

１．すずかけの径 ２．小さな竹の橋で ３．涙そうそう

2009~10・RIテーマ

2009年7月22日

（第2359回）

2009年7月29日

（第2360回）

例会日 出席 欠席 出席

7月15日 ３４ ８ 80.1％（会員４２名）

6月24日 ４１ メークアップ２名（91.11％）

前回例会（2358回）7/15の主な内容

ロータリーの未来は
あなたの手の中に

「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

「医学常識がくつがえった話・２題」

熊澤 忠躬会員
担当：会員選考委員会

◎会長の時間 会長 宮内 勝夫

先週のクラブ協議会並びに会長の挨拶で職業分類制度で
のお詫びを申しあげます。
ロータリーの基本的特色のひとつで、正会員は現に所属

している商社、会社、または団体の主要かつ一般世間がそ
のように認めている事業または専門職務か、かって従事し
ていた専門職務によって分類される。
1、 正会員50名までのクラブでは同一職業分類に5名

まで、51名以上のクラブではクラブ正会員の10％
まで正会員を選挙することができる。

２、 正会員として入会する退職者は以前の職業を使
用するがクラブの単一職業分類会員の限定数には
加算しない。

３、 会員は職業分類を変更しても新しい職業分類の
下でその会員身分を継続できる。

４、 移籍会員または元クラブ会員の選出によって、
クラブの職業分類の制限を一時的に越えることが
あっても、正会員に選出されることを妨げるもの
ではない。

・ 守口ローターアクトとの合同例会の案内
９月９日(水)ｐｍ18：30～

・ 上期会費請求をさせて頂きます。
（今年度ポリオ撲滅寄付金が昨年度の倍
額4,000円）でお願い致します。

・ 例会の服装はクールビズと言う事で、軽
装でお越し下さい。

・ 入会金変更の件は、会員の皆様にＦＡＸ
でお知らせ。

・ 週報第1号は村田委員長により作成

◎幹事報告 （水谷 幹事）

S.A.A 神田 会員



卓 話 「各委員会委員長挨拶」

米山奨学委員長

中道 均

今年度、米山奨学委員長を仰せつかりました。
昨年度の米山奨学生の本当の生活実態などを余
り知らなかったことが多く有り、今年度はその
ような生活実態の話が出来る場を作れればと思
います。特に意見交換の場が多く取れる様な事
が出来るように地区の委員会との接触をはかり
より良い方向にもって行きたいと思います。

職業分類委員長

川村 弘和

本年度職業分類委員長を仰せつかりまし
た川村でございます。昨年度の取組みを引
き継ぎ、職種に偏ることなく、バランスの
取れた職業分類を理事役員様と協議の上行
い、新役員の大幅な増員に対応できるよう
にしたいと思います。
どうか宜しくお願いいたします。

会員選考委員長

中島 警子

候補として推薦された方がいらっしゃらないと会員
選考委員会は成り立って行きませんが、このような時
代でありますので増強は大変難しいことですが、今一
度原点に帰りロータリーの綱領の、
第1に、奉仕の機会として知り合いを広めること
第2に、あらゆる有用な業務は尊重されるべきであると
いう認識を深めること、ロータリアン各自が業務を通
じて、社会に奉仕するために、その業務を品位あらし
めること。
とあります。広く枠を越え、あるいはこのような時
代だからこそ、本当の奉仕を望んでいる人がいること
と信じています。
皆様とご一緒に心掛けて参りたいと存じます。宜し
くお願い致します。

ロータリー情報委員長

篠﨑 満信

今年度、ロータリー情報委員会委員長を仰せつ
かりました篠﨑でございます。どうぞ一年間、よ
ろしくご指導、ご協力を賜りますようお願い申し
あげます。
早速、7月25日、天神祭を楽しみながらの家庭情

報集会を親睦活動委員会と合同で開催させていた
だきますが、今年度、こうした家庭情報集会を6回
程度予定しておりますので、よろしくお願いいた
します。
また、入会予定者のインフォメーションは当委
員会の担当でありますが、今年度の事業計画では、
9名の会員贈が見込まれております。
年度の終わりには、ロータリー情報委員会とし
て「9名のインフォメーションを行った」と必ず事
業報告できますよう、心から祈念申上げ、ご挨拶
と致します。

親睦活動委員長

大野 智子

本年度、親睦活動委員長を仰せつかりまし
た大野でございます。
親睦あっての奉仕活動を基本理念といして
委員会メンバーと共に楽しく和やかな雰囲気
づくりと会員相互の信頼と友情を深められル
様に努力してまいりたいと思っております。
家庭集会、家族親睦会、三クラブ合同ゴル
フコンペへより多くのご参加をお願いし、ど
うかこの一年、会員皆様のご指導とご協力を
お願い申しあげます。



出席・プログラム委員長

友永 三湯紀

出席･プログラム委員長として沢山の出席
を賜りますように、委員長･会員の皆様と連
携をとりながら魅力ある卓話を提供して出
席率の向上に努めたいと思います。
是非ご協力宜しくお願い致します。

広報雑誌･会報委員長

村田 有司

本年度、広報雑誌・会報委員長を担当させて
頂くことになりました村田でございます。
三浦前委員長に、毎週必ず一回は時間を作っ
てもらい、週報作成のノウハウを教えていただ
きました。
まだまだ100％とは言えませんが、ゆっくり

と週報作成に取り組むつもりです。
これからも三浦前委員長のお力をお借りしな
がら、皆様方に「読みやすい週報！」をめざし
ていきたいと思います。
一年間宜しくお願い致します。

会員増強委員長

白井 孝彦

会員増強委員長を仰せつかりました白井です。
宮内会長の最重点課題「５０周年を５０人以上
で・・・」を目指して 微力ながら精一杯取り
組みたいと思います。
各委員会別や職業分類別など 具体的な目標を
設定し 増員に取り組んで行きたいと存じます
ので、皆様の絶大なる ご指導・ご支援をいた
だきたく宜しくお願いいたします。

記念基金管理委員長

阪口 明

本年度記念基金管理委員長を努めさせていただき
ます阪口でございます。
この委員会は守口ＲＣの大先輩によって立ち上げ
られ、永年に亘り会員の浄財によって運営されてき
た委員会であります。
こうした先達の意を大切にし、今後発生する地域
社会奉仕事業に対する有効な活用について慎重に対
処していきたいと考えております。
皆様のご協力、ご指導よろしくお願い致します。

◎在籍期間表彰（2008～2009年度）３９名
(担当：出席プログラム委員会

・・・記念品：食事券)
４８年 駒村
４１年 西原
３７年 常盤
３５年 深田
３２年 大西・熊澤
２８年 横尾
２６年 三浦（俊）
２５年 田中・佐治
２４年 多田・阪口
１８年 中島・中道・木﨑
１７年 橋本・宮内・辻村
１４年 石井・江端
１３年 石橋・松尾・西口
１１年 谷口
１０年 菊田・菅野
９年 白井・篠﨑
５年 水谷
４年 吉川
３年 三浦 (均)・三浦(雅)･友永
２年 神田・宇賀・大野

村田・川村・植田
１年未満 螺良・博多・松井

【合計４２名】

大枚をニコニコ
BOXへ

佐治 会員



宮内 会員 各委員長の皆様、一年間御苦
労様です。

佐治 会員 宮内年度の船出を祝して。
神田 会員 来週と再来週の例会を欠席し

ます。植田副Ｓ.Ａ.Ａよろしく
お願いします。

石橋 会員 西原会員の41年在籍おめでと
うございます。私がこの表彰
を貰えるのは、95歳の時です。

横尾 会員 在籍表彰有難うございます。
博多 会員 舛添要一氏より娘に医師免許

が届いて。
村田 会員 一年間宜しくお願いします。

三浦前委員長有難うございま
した。

大野 会員 今年度、親睦活動委員長を仰
せつかりました。皆様のご協
力をお願い申しあげます。

7／15 結婚・誕生ニコニコBOX
累計123,000円

◇◇◇社会奉仕委員会だより◇◇◇

日 時：7月15日（水）13：30～
場 所：「事務局」出席：7名
議 題：事業計画について

卓話担当について
八島町大看板の今年度標語について
今年度予算執行計画について

◇◇◇委員会報告◇◇◇

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)ｐｍ6：00～
場 所：パノラマレストランアサヒ

参加費：10,000円
（ご参加を宜しくお願いいたします。）

在籍期間２０年以上表彰者の皆さん

在籍期間４１年
西原 会員

在籍期間３０年以上の表彰者の皆さん

熊澤 会員

横尾 会員 佐治 会員

多田 会員 阪口 会員

常盤 会員 深田 会員

大西 会員 熊澤 会員


