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2010年07月21日

（第2404回）

◎ 会長の時間 会長

今年度一年宜しくお願いします

広報雑誌・会報委員会、事務局一同

１

「 新年度各委員長挨拶 」
各委員会委員長

担当： 会長・幹事

「 調整中 」

担当：親睦活動委員会

例会日 出席 欠席 出席

07月07日 ３５ ６ 85.37％（ 会員４３名 ）（内免除者２名）

06月16日 ３６ メークアップ３名（87.80％）

前回例会（2402回）7/7の主な内容
宮内直前会長⇒橋本会長へ木槌の引継
水谷直前幹事⇒三浦均幹事へ重要書類引継

本日のピアノ演奏曲目

１．夏のおもいで ２．ブルーハワイ ３．それぞれに

◎ゲスト紹介
田村 絵里様（2010～11年度守口ＲＡＣ会長）
澤 佳奈恵様（2010～11年度守口ＲＡＣ幹事）
松本 誠也様（2010～11年度守口ＲＡＣ会計）

◎新会員ご紹介（入会の証を橋本会長より贈呈）
石谷 隆子様（事業所：石谷社会保険労務士）
他谷 勝様（事業所：他谷総合事務所）
三宅 洋行様（事業所：㈱三宅シール）
正木 一光様（事業所：㈱マサキ）

◎橋本会長より記念品贈呈
宮内直前会長
石橋直前副会長 記念品のバッジを贈呈
水谷直前幹事

（◎地区より委嘱状）
熊澤忠躬会員へ諮問委員会委員を委嘱
西原房三会員へＩ.Ｍ第3組ガバナー補佐を委嘱

水谷治人会員へ財団奨学会･学友委員会委員を委嘱
◎誕生日お祝い

植田由久会員
◎結婚記念日お祝い

松井秀雄会員

《乾杯の音頭》････宮内直前会長
本日ご入会の新会員の皆様ご苦労様です。今年は
50周年と言う節目の年でもありますし、いい時に

又、橋本会長が誕生した日に入会式が行われたと
言う事は意義のあることだと思います。それでは
橋本丸の船出を祝し守口ロータリークラブの益々
の発展とご出席の皆様のご健勝を祈念致しまして
声高らかに乾杯したいと思います。
・・・・《乾杯》！！

これからの１年、皆様のご協力ご指導のもと、会員
全員の力を結集して、この守口ロータリークラブを発
展させてゆきたいと思います。ロータリークラブは本
来、会員皆様のお力で運営して行くものですが、お選
び頂きました役員、理事一同でそのお手伝いをさせて
いただきます、よろしくお願いいたします。 この年
度が始まるのに合わせ、会長の研修セミナー等におい
て、ガバナーをはじめ地区研修委員から、会長の時間
の大切さ、会長のリーダーシップという言葉が繰り返
し話されています。本年度は皆様方のご賛同を得て、
副会長２名制をとらせていただきました。 会長の時
間には、お二人の副会長にもお話をいただく様お願い
いたしております。ご経験豊富なお二人です、皆様に
役立つお話が聞けるのを楽しみにしていますので、会
員の皆様もご期待ください。

橋本 泰明

橋本丸 出航



卓 話

会長
橋本 泰明

新年度を迎えるに当たり、一言ご挨拶申し上げます。
守口ロータリークラブは、２０１１年３月に創立
５０周年の大きな節目を迎えます。 このような重要
な年に、経験ある多数の会員の皆様に推挙され、長い
歴史を誇る守口ロータリークラブ会長の要職を仰せつ
かりましたことを大変誇りに思います。
またその大役に心引き締まる思いでございます。
微力ながら誠心誠意努力し、会員の皆様のご要望にお
応えすべく頑張って参りますので、ご指導、ご協力を
お願いいたします。
今年度は次の二つを重要実行目標として進めて参りた
いと考えました。

１，地域社会との連携の強化。
「いま地域社会に何が出来るか」をテーマとして取

り上げ、従来の活動の見直しも含めて積極的に取り組
んでゆきたいと考えています。 ロータリーに必要な
のは会員の力です。 地域への関与を増進することは
即ち、ロータリークラブを地域の皆様方に認知してい
ただくことにつながり、その延長として会員増強も視
野に入って参ります。

２，会員増強。
昨年度宮内会長年度から協力に進めて参られた会員

増強が実を結び始め、今年度開始にあたり５名の新入

会員を迎えることが出来ました。 ひとえに会員の皆

様と前年度担当役員のご尽力によるものと、感謝して

います。地区の資料によりますと、ピークであった１

９９６年には、日本のロータリー会員数は約１３万人

でしたが、昨年度には約９万人と３割程度減少してい
ます。 当2660地区を捉えてみると、５６０１人から

３９２３人と同じく３割程度の減員となっています。

それに比較して、当守口ロータリークラブでは最多会
員数９６名から、昨年度末39名と６割の会員減を経験

しました。その原因についても再考察し、前年に続き

今年度も増強を推進してゆきたいと思います。

次にお話ししたいのは、クラブ創立記念日についてで

す。
前述したように、本年度は創立50周年を迎えます。

来る2011年3月12日に当ホテルで記念式典を計画して

おり、式典実行委員会を立ち上げその準備に取りか

かっています。 特に周年としての記念事業を選定す

るにあたっては、前述した、「地域社会への貢献」を

主題として、皆様のお知恵を借りながら身近な事業を

立案してゆきたいと思います。

「就任挨拶」
今、守口ロータリークラブにとって会員の力の結
集が最も要求されるときであります。 会長の
リーダーシップが求められているとの話しをしま
したが、もちろんそれ以上に大切なのが、会員一
人一人のお力です。 今日からの１年間、会長と
してこの力を結集するお手伝いをさせていただき
ます。 重ねて会員の皆様のご支援をお願いし、
新年度の挨拶とさせていただきます。

Ｉ.Ｍ第3組ガバナー補佐

西原房三

前年度のガバナー補佐エレクトに引続きま
して本年度ガバナー補佐と言う大役を努める
わけでございまして又、補佐を補佐していた
だく石橋会員、中道会員、もう既にお世話に
なっておりますが、どうぞ宜しくお願い致し
ます。年6回第3組会長･幹事会が行われますが、

その為にも事務局の皆様方どうぞ宜しくお願
いいたします。

ガバナー月信の8ページに訂正があります。
2660地区ガバナー補佐紹介と言う欄がありま
すが、ロータリー歴で私の入会が1961年と
なっておりますが、1969年の間違いです。

次に第6組の高島ガバナー補佐がガバナーノ

ミニーになられます。この方は熊澤会員の教
え子です。

無任所理事
横尾 定美

橋本会長の新年度を迎えるに当たり、無任所理事
を指名されました。また本年度は守口ロータリー
クラブの創立50周年に当たっており、その記念実

行委員会委員長も命ぜられました。何れも身に余
る大役なので、ご辞退申し上げたのですが、気の
弱い私のこと、最終的にはお引き受けしてしまい
ました。どうか宜しくご指導の程、お願い申しあ
げます。



無任所理事
多田 正司

無任所理事を仰せつかりました多田でございます。

先程からの皆様のご挨拶の中で何回も繰り返しご案内
がされておりますが、今年は50周年と言う大変な年
です。実は私、30周年の時の幹事を務めた記憶があ
ります。しかしながら当時は100人近いメンバーの

方々がいらっしゃいまして、これは一人一人の仕事量
が、今回と比べて大変大きな違いがございます｡今回
はその半分以下の人数で、皆様にいろいろと活躍をし
ていただけなければならない 事になります。
お役目が何重にも重なっていくと思いますが、50周
年と言う非常に大きな節目でございますので、皆様の
ご協力をお願い申しあげます。加えて西原ガバナー補
佐よりお話しがありましたが、此れも大変名誉ある、
ガバナーに次ぐ大きなお役を地区からお引受けをされ
ております。私どもに出来る協力を､皆様にも宜しく
お願い申し上げてご挨拶とさせていただきます。

クラブ奉仕担当委員長

篠﨑 満伸

今年度、副会長を仰せつかりました篠﨑でご
ざいます。守口ＲＣ創立50周年を迎える重要な

年度に、大変な重責を担うことになり、身の引

締まる思いであります。

そんな中で今年度橋本会長は、副会長二人制

を採用。中島副会長と二人で会長を補佐出来ま

すことは、大変心強い限りであります。

この一年間、中島副会長と常に情報を共有し、

かつ連携を蜜にしながら、さらにクラブ奉仕の

各委員長と連絡を緊密にとり、所期の目的達成

に向け、努力を傾注してまいる所存でございま

す。皆様方のご指導、ご協力を切にお願い申し

上げ、ご挨拶といたします。

副会長
中島警子

この度、副会長の大任を仰せつかりました中島警子
でございます。
私は、守口ロータリークラブのお仲間にしていただき
まして今年で20年になりますが、須山知行先生のお

世話などがございまして、これまで一度も皆様のお役
に立てるようなこともできず、席を温めるだけでござ
いました。しかし今年度、橋本会長様から、事情が許
すなら、ぜひ副会長をというお話しをいただきまして
“遅まきながら”ではございますが、受けさせていただ

く事に致しました。
精一杯努めさせていただきますが、何分にも高齢で

すので、かえって足手まといになるかもしれないとい
う不安を抱えております。その点は皆様のご協力と、
ご寛容をいただきますよう、どうぞよろしくお願い申
しあげます。

社会奉仕委員長
白井 孝彦

この度、社会奉仕委員長を仰せつかりまし
た白井です。

ロータリー四大奉仕部門の一つを担当する
ことになり 心の引き締まる思いです。
当クラブの継続事業である「３救運動」「薬
物乱用防止教室」を中心にクラブ創立５０周
年事業とも緊密に連携し地域に密着した奉仕
活動を会員の皆様のご支援・ご協力の下、推
進してまいりたくよろしくお願い申し上げま
す。



職業奉仕委員長
菊田 芳

今年度職業奉仕委員長を仰せつかった菊田です。
職業奉仕はロータリー活動の根源をなすものであ
ることは皆様先刻ご存知のことでございますので、
職業奉仕とは何ぞやと今更皆様の前で申し上げる
ことはございませんが、職業奉仕委員長は私にと
りまして初めてのポストでありますので、前委員
長の辻村会員の敷かれた路線を今年度もしっかり
と引き継いでいきたいと存じます。従いまして、
会員皆様のご協力を仰ぎながら、出前授業、10分
間卓話をその中心に据えて活動して行きたいと思
いますので宜しくお願い申しあげます。特に10分
間卓話は半数近くの皆様にはまだ御登壇願ってい
ませんので、卓話をお願い申し上げた節にはご協
力の程宜しくお願いいたします。

国際奉仕委員長
中道 均

この度、国際奉仕委員会の委員長をお受けい
たしました。フィリピンのネグロス島の医療奉
仕とネグロス島の奨学生への援助が一段落し、
現在はフィリピンのマニラ市（トンド地区の子
供）小学校6年間の奨学金の援助を行っておりま
す。あと5年の支援を行いますので会員の皆様の

ご協力を宜しくお願い致します。

青少年･ローターアクト委員会
神田 隆司

本年度、青少年奉仕ローターアクト委員長を
仰せつかりました神田でございます。
青少年奉仕では「中学生スピーチコンテスト」
の支援を行い、優秀なスピーチを例会で紹介で
きればと思っております。
ＲＡＣ関連では、会員の皆様にＲＡＣの現状を
認識し理解を深めていただくため、合同例会の
開催やＲＡＣ例会への参加協力並びにＲＡＣの
会員増強の手助けをお願いしたいと思っており
ます。またＲＡＣ会員と交流を深めるため、親
睦活動委員会が実施する行事にＲＡＣ会員が参
加するように呼びかけをしようと思います。皆
様のご指導ご協力をお願い申しあげます。

Ｓ．Ａ．Ａ
植田 由久

2010～2011年度Ｓ.Ａ.Ａをさせて頂きます植田

です。ロータリー活動の最重要である例会の司会
と言う重責を担い身の引締まる思いです。私の目
標は、『例会に来て楽しかった！また、次回を必
ず来よう！』と言って貰える明るい例会の進行を
常に心掛けながら橋本会長・中島副会長・篠﨑副
会長・三浦幹事の足を引っ張らない様に頑張って
行きたいと思います。
最後になりますが、中には場を盛り上げる為、失
礼な発言等々が出るかも知れませんが、何卒、お
許し下さい。

幹 事
三浦 均

今年度幹事を仰せつかりました三浦です。
経験の浅い私が、この大役を拝命し、身の引締
まる思いです。『士は己ぞ知る者の為に死す』
の心意気で、この1年微力ながら橋本会長を支

えて参る所存でございます。
会員皆様の活動が円滑に効果を上げていかれま
すよう、幹事として心を砕いてまいります。
皆様のご指導ご鞭撻の程宜しくお願い申しあげ
ます。



◎ 幹事報告 （三浦均幹事）

神田 会員 ①橋本会長年度のスタートを祝
して。

②昨日、甥っ子がホールインワン
を達成しました。神田家では兄、
私に次いで3人目の快挙です。

西原 会員 ①新年度を祝して。
②ガバナー補佐よろしくお願い致

します。
橋本 会員 今年一年間よろしくお願いします。
多田 会員 橋本会長年度のスタートを祝して。
宮内 会員 橋本丸の船出を祝って。
深田 会員 橋本丸出帆を祝って。
中道 会員 橋本丸の船出を祝って。
篠﨑 会員 今年度、1年間よろしくお願い致し

ます。
中島 会員 今年度宜しくお願い申しあげます。
西口 会員 久し振りに例会出席でき又、正木

氏のカムバックお祝い申し上げま
す。

横尾 会員 新年度出発を祝って。
常盤 会員 新年度又、1年お世話になります。

阪口 会員 橋本丸の船出を祝して。
佐治 会員 橋本内閣のスタートを祝して。
石井 会員 橋本年度のスタートを祝って。
石橋 会員 石谷様、正木様、他谷様、三宅様

の入会を喜んで。
三浦均会員 無事1年間全う出来ますように。

白井 会員 新会員の皆様をお迎え出来、大変
有難うございます。

正木 会員 守口ＲＣ再入会を喜んで。
吉川 会員 結婚記念日お祝いを頂いて。
植田 会員 橋本年度を支える為にＳ.Ａ.Ａとし

て1年頑張ります。

7／7 結婚・誕生ニコニコBOX
累計114,000円

・事業計画書・月信・ロータリーの友・地区大会
の報告書をメールＢＯＸに配布しております。

・例会後記念写真撮影を致しますので写真室にお
願い致します。

・写真撮影後、クラブ協議会、理事会を開催致し
ます。

・7月～9月はクールビズと言う事で軽装でご出席

下さい。

●水谷直前幹事より報告
宇賀 潤二会員は6月年度末にて退会致しま

した事をご報告致します。

◇◇◇第1回クラブ協議会だより◇◇◇
日時：7月7日（水）13：40
場所：「平安西」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7日（水）14：30～
場所：「平安西」出席：14名
議題：会費請求の件

・ＲＡＣとの合同例会について

・結婚記念日の取り扱いについて

・在籍表彰について

◇◇◇委員会報告◇◇◇
ゴルフ同好会 （神田会員）
日時：7月23日（金）8:30集合

会場：大宝塚Ｇ・Ｃ

守口ＲＡＣ会長・・田村絵里様よりご挨拶

いつもお世話になっております。ローターア
クトも新年度スタートと言う事で会員一同頑
張って参りますので宜しくお願い致します。先
輩である三宅様がロータリーに入会されました
事は後輩としまして誇りに思っております。前
回出席させていただいた時に古切手を集めてお
りますと言いましたら中道会員より沢山頂き、
この場をお借りしましてお礼申し上げます。



橋本会長から記念品のバッジを贈呈

宮内直前会長 石橋直前副会長 水谷直前幹事

財団奨学会・学友委員会委員を委嘱

熊澤会員へ諮問委員会委員を委嘱 西原会員へ第３組ガバナー補佐を委嘱

（新会員ご紹介）

石谷 隆子様 他谷 勝様 正木 一光様

三宅 洋行様


