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例会日 出席 欠席 出席

06月23日 ３２ ９ 78.04％（ 会員４１名 ）

06月09日 ３５ メークアップ３名（85.36％）

会 長
宮内 勝夫

一年間ご愛読
ありがとうございました。

広報雑誌・委員会、事務局一同

「 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

前回例会（2401回）6/23の主な内容

◎ゲスト紹介
森 良夫様
（大阪東ＲＣ）

この一年理事役員、各クラブ委員長の皆様又会
員の皆様のご協力に対し特に副会長、幹事には大
変お世話になりました。厚く御礼申し上げます。

本年度活動方針として、次年度が50周年を迎え
ることから50人クラブを目標に、会員増強と退会
防止に努めてまいりましたが、目標の純増9名に

は届かず年度を終了しますが、引続き、会員の皆
様の協力をお願い致します。

奉仕活動として社会奉仕委員会の3救運動、薬

物乱用防止教室、職業奉仕委員会の出前授業、青
少年奉仕委員会の守口市民まつりでの中学生ス
ピーチコンテストと、地域に貢献出来る奉仕活動
が出来た事、各委員会の皆様ご苦労様でした。

ＩＭの開催につきましては多田実行委員長の下、
ホストクラブとして、2月13日開催され、全会員

の協力で無事終了することができました。
有難うございました。
クラブ奉仕各委員会の皆様、特に親睦委員会の

大野委員長にはこの経済不況の中ご苦労様でした。
今年度は今日で終りですが、次年度皆様の活躍

を期待し退任の挨拶とさせていただきます。今日ついに最終例会を迎えることになり
ました。

卓 話

会長の時間は、卓話「退任挨拶」に変え
させていただきます。

「退任挨拶」

宮内会長最後の点鐘



無任所理事
石井 賢治

今年度、無任所理事としての私の実績は皆
無であった事を恥かし乍ら告白しなければな
りません。

これは当初、この役職に就任した際に申し
上げました通り、会長・副会長･幹事を始め
各委員長が夫々の任務を十分に遂行なされた
からに他ありません。

私の出る幕は無かったと言うのが本音で
しょう。

次年度以降は、与えられた役職に懸命に力
を尽くす覚悟ですから、何卒ご寛容の程、お
願い申しあげます。

無任所理事
佐治 信隆

宮内年度の理事を仰せつかりまして何のお
役に立てず申し訳ありませんでした。

クラブ奉仕担当委員長
石橋 高夫

クラブ奉仕各部門をご担当いただきました
各委員長並びに委員の皆様に心からお礼申し
上げます。

皆様の意欲的かつ献身的なクラブ奉仕活動
により、クラブが活性化し、50周年さらには

その向こうに希望が見えた一年であったと感
じています。

宮内会長のもとたいしたお役にもたてず、
又諸行事にも欠席がちであった事をお詫びし
つつ、皆様のお力で何とか任務を全うする事
ができた事を感謝申し上げご挨拶といたしま
す。

社会奉仕委員長
菊田 芳

この一年間、期初に掲げたプログラムを
何とか消化しようと無我夢中でやってまい
りました。
3救運動、市民まつり、薬物乱用防止教室

等いずれをとりましても各委員及び会員の
皆様方のご協力無しでは成し得なかったプ
ログラムばかりでございました。

これらの、プログラムを無事終えること
が、出来ましたことを、この場をお借りし
まして厚くお礼申し上げます。有難うござ
いました。来期はまた新しいポジションで
頑張ってまいります。

この一年間有難うございました。

職業奉仕委員長
辻村 弘

昨年に引続き本年度も10分卓話、出前授業の

実施にあたりましては、職業奉仕委員はもちろ
んのことクラブ会長、役員の方々にはご指導、
ご鞭撻ご協力のこと深く感謝申し上げます。と
りわけ出前授業において中島会員には物心両面
にわたり大変お世話になり有難うございました。

4月14日撮影



国際奉仕委員長
吉川巧一

昨年6月に発病のため、皆さんに多くのご迷惑と

ご心配をおかけいたしました。申し訳ありません
でした。委員会の皆さん、や役員や事務局の皆さ
んのサポートにより、無事委員会活動を終えるこ
とと成りました。本当にありがとうございました。

また小学校への路が閉ざされつつあったスモー
キーマウンテンの子ども達にとって、この守口
ロータリーの奨学生制度は本年度もたいへん大き
な人生の希望と成っています。このスラム街全体
や世界全体から見れば小さな活動かもしれません
が、その子の人生にとってかけがえのない出来事
であり、我々にとっても大切な活動であると本年
度も感じました。

出来れば今後も発展した活動が出来れば、更に
意義深い活動と成るのではないでしょうか。

青少年･ローターアクト委員会
三浦 均

皆様方のご協力、お力添えを得まして、無事青
少年･ロータアクト委員長を一年間まっとうするこ
とできました。心より感謝とお礼申し上げます。

中学生のスピーチコンテストがＩ.Ｍの守口ＲＣ

の基調報告となり、まさに青少年奉仕の理解と実
践が行われた感がありました。

ＲＡＣは合同例会の開催、市民まつり、3救運動

への参加といろいろと協力していただきました。
また、2660地区ローターアクトクラブでの年次

大会で、北ゾーンの優秀クラブに輝き、次年度の
事業計画書も素晴らしい作品ができて、良く頑
張っています。影には、ＲＡＣのＯＢ、ローター
アクト委員長の経験者の御指導がありました。

又、三宅氏が入会しローターアクトクラブの最
大の有在意義が示されたものと思われます。

次年度も委員長を中心に一層の発展を心からお
祈り申し上げます。

Ｓ．Ａ．Ａ
神田 隆司

経験の浅い私にＳ.Ａ.Ａという大役が務まる

かどうか大変不安でしたが、円滑な例会運営を
目指し１年間頑張ってまいりました。失敗も多
少あったかとは思いますが、宮内会長をはじめ
とする役員の皆様、会員の皆様、事務局の皆様、
植田副Ｓ.Ａ.Ａのご協力のもと何とか大役を遂

行することができましたことに深く感謝申し上
げます。私にとって大変有意義な経験をさせて
頂き、ロータリークラブの例会が如何に大切で
あるかを理解する機会に恵まれましたことを有
難く思っております。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こ
とができ、厚くお礼申し上げます。
この１年間皆様にご支援とご協力を賜り、誠

に有難うございました。

「幹 事」
水谷治人

入会６年目に幹事という大役を仰せつかり、
不安で一杯でございましたが、宮内会長をはじ
めとする会員の皆様方や事務局の小原・神保事
務局員の愛情に支えられて１年間のお役目を全
うすることが出来ました。改めまして厚く御礼
申し上げます。以前より幹事職はクラブ役職の
中で最も忙しい役職であると聞いており、実際
に緊張を強いられる忙しい日々を過ごしました
が、それゆえ気づきや学び、新たな発見も多く、
世界組織であるロータリークラブの素晴らしさ
を再確認することができました。

創立５０周年を迎える次年度以降もロータ
リークラブの一員であることの誇りを胸に、よ
り一層精進してまいりたいと思っています。

ありがとうございました。



宮内 会員 最終例会を迎え一年間有難うござ
ました。

中島 会員 先日の演奏会には、会長様始め
会員の皆様方には大変お世話にな
り誠に有難うございました。

神田 会員 本日でＳ.Ａ.Ａの役目を終わらせ

て頂きます。
有難うございました。

深田 会員 本年度会長・理事・役員・スタッ
フ皆様方ご苦労様でした。

多田 会員 宮内会長、理事、役員の皆様ご苦
労様でした。

中道 会員 宮内年度の皆様、一年間ご苦労様
でした。

石橋 会員 一年間大変お世話になり心から
感謝いたしております。
有難うございました。

阪口 会員 宮内会長はじめ雛壇の皆さん一年
間ご苦労様でした。

三浦俊会員 宮内会長並びに雛壇の皆様一年間
ご苦労様でした。

石井 会員 先週、中道会員より先日の想い出
に残る貴重な写真アルバムを頂き
ました。

佐治 会員 宮内年度の役員、理事さん各委員
長さん大変ご苦労様でした。

橋本 会員 中島先生、演奏会楽しませていた
だきました。

菊田 会員 皆様のご助力により社会奉仕委員
長の責務を無事全うすることが出
来、有難うございました。

篠﨑 会員 役員、理事の皆様、一年間大変お
世話になりました。

白井 会員 宮内年度の雛壇の皆様一年間、お
疲れ様でした。

三浦均会員 １年間青少年奉仕ローターアクト
委員長としてお世話になりました。

大野 会員 皆様のご協力のお陰で親睦委員長
として無事１年終ることができま
した事に感謝いたします。

松井 会員 大野親睦委員長、１年間有難うご
ざいました。

6／23 結婚・誕生ニコニコBOX
累計1,505,000円

◇◇◇委員会だより◇◇◇

次年度社会奉仕委員会
日時：６月23日（水）13：30～
場所：「事務局」出席：7名

議題：事業計画予算
・年度予算について
・薬物乱用防止教室の件

・谷口雅子会員退会のご報告

・６月30日（水）は例会休会です。

・次年度例会7月7日（水）は12時20分
から開会致します。

・新入会員4名の方のインフォメーショ

ンは事務局に於きまして行われました。

◎ 幹事報告 （水谷幹事）

（宮内会長お疲れ様でした）


