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2010年12月18日

（第2423回）

2011年01月05日

（第2424回）

例会日 出席 欠席 出席

12月15日 ３４ １０ 77.27％（会員４６名）（内免除者２名）

12月01日 ３６ メークアップ３名（83.72％）

前回例会（2422回）12/15の主な内容

家族月間

「クリスマス家族親睦会」

担当：親睦活動委員会

「新春邦楽演奏会」
中島警子会員 桐絃社社中

担当：会長・幹事

【2010～2011年度年次総会】
本日は年次総会です。恒例により議長は会長となっ

ておりますが、ご賛同いただけますでしょうか？
ご賛同いただけますなら拍手でお願い致します。
【拍手】 （植田Ｓ.Ａ.Ａ）

会長 橋本泰明

守口ＲＣ細則第4条第1節の規定により開催させて

いただきます。総会の成立要件は定足数は会員総数の
3分の1以上となっております。現在会員数46名本日
の出席者は35名ですので総会は成立している事をご

報告申し上げます。本日の議題につきましては去る
12月2日書面で持ちまして、お手元に三つの議案をお
送りさせていただいております。

それにしたがいまして、順次議事を進めてまいりた
いと思います。

第1号議案は次々ロータリー年度会長並びに次ロー

タリー年度理事役員候補者の決定に関わる件ですが、
選考委員会委員長の多田選考委員長よりご報告して頂
きます。

【選考委員はパスト会長より阪口会員、宮内会
員、西原会員、佐治会員、多田です。現理事よ
り中道会員、橋本会員の7名です。

ご案内の答申書の通り理事役員を報告いたしま
す。】 多田選考委員長

ご賛同頂きたいと思いますが、皆様いかがで
しょうか？意義がなければ拍手でもってご賛同
いただきたいと思います。
第2号議案は当クラブの中間決算報告です。

松井会計から報告。

（中間決算報告書は本日配布しておりますので
ご覧下さい。）

皆さまご異議ございませんでしょうか？無け
れば拍手でご承認いただきたいと思います。

【拍手】

第３号議案は国際ロータリー規定審議会に基
づきましてロータリー細則の変更が必要です。
変更内容につきましてご確認をお願い致します。
従来の理事に直前会長を加える、

もう一つは、従来４大奉仕が新世代奉仕委員
会を加え、５大奉仕委員会とする。

皆様のご賛同を得ましたら細則改正をしたい
と思います。

多田選考委員長



◎ 幹事報告 （三浦均幹事）

◎ 会長の時間 （橋本 会長）

本日は恒例の年次総会が行われ、提案させて
頂きました議題に皆様の賛意を頂戴でき、誠に
ありがとうございました。この結果を基に粛々
と進めて参ります。

７月に新年度が始まり、およそ半分が過ぎま
した。次回例会はクリスマス家族親睦会ですの
で、本日が実質的には最終例会です。会員の皆
様のおかげで大過なく経過しましたが、ここ半
年の出席率が例年に比べて悪く憂慮しています。
メークアップ前の数字ですが、７月から１１月
までの平均出席率は、昨年度78.8%に対して、
今年度は66.1%です。 ロータリー活動の基礎

は、あくまでもクラブの活発な運営にあります。
その基本となるのが毎週の例会です。来年から
の後半６ケ月、積極的に例会出席されるようお
願いします。また、例会以外の行事にも多数ご
参加頂けるよう重ねてお願いいたします。

・大阪阪南ＲＣと大阪天王寺ＲＣは平成23年
1月1日より合併し名称が変わります。

・新春例会をご欠席される方はご連絡下さい。

・事務局の年末年始休暇
【12月29日（水）～1月3日（月）】

◇◇◇委員会報告◇◇◇
地区ＧＳＥ受入れ委員会出席報告

（中道会員）

日時：12月11日（土）
10：00～12：00

場所：ガバナー事務所会議室
議題：ＧＳＥ受入れについて

・例会訪問＝2011年4月7日（木）
守口ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞＲＣ例会に参加

親睦活動委員会
（博多委員長）

クリスマス家族親睦会にご協力有難
うございます。

ご寄付とご参加宜しくお願い致しま
す。

◇◇◇新理事会だより◇◇◇
日時：12月15日（水）13：30～
場所：「事務局」出席12名
議題：2011～12年度理事役員紹介

・3救運動継続事業の件

卓 話

社会奉仕委員会
委員長
白井 孝彦

本年度「ＲＩテーマ」の実践を目指し 地域に密
着した社会奉仕活動を推進すべく 過年度からの継
続事業を中心に活動をしてきました。

○「３救運動」・１１月１３日 庭窪・八雲東
小学校合同 ・・２４名参加

○「薬物乱用防止教室」・・・ ７月１６日
八雲中学校・１１月１０日 庭窪中学校

○「市民祭り」参加・・・・・１１月 ７日
RACと合同実施 カレンダー配付

○「寺方提灯踊り」協賛・・・ ７月１９日
○「無事故無違反ｺﾝﾃｽﾄ」への参加
○「地区社会奉仕委員長会議」・９月 ４日

薬物・献血・中古歩道橋の再利用
○下半期に向けての取り組み

５０周年事業との連携のもと、八島交差点
看板改装、その他周年事業へ積極的に取り
組んで行きたい

○社会奉仕地域功労者の表彰

職業奉仕委員会
委員長

菊田 芳

職業奉仕委員長を努めさせていただいて
おります菊田でございます。本年度も、はや上半
期が経過しましたが予算の執行状況も当初予定通
り順調に推移しており、当委員会の本年度事業は
下記の通り順調に推移し現在に至っておりますの
でご報告申し上げます。

事業活動

本年度の事業活動であります「出前授業」は
上半期は未実施ですが、下島小学校と大久保小学
校の２校で2011年2月に実施予定

卓話関係
10分間卓話を9月1日と12月8日に実施
その他2010年7月17日に大阪ＹＭＣＡ会館で

開催された「合同地区委員会」に出席
以上



青少年奉仕ローターアクト委員会
委員長
神田 隆司

５月２６日 第１回青少年奉仕ローター
アクト委員会

ＲＣ７名 ＲＡＣ５名 ＲＡＣＯＢ･
ＯＧ５名 計１７名参加

７月３１日 第１回ローターアクト正副委員
長会議（薬業年金会館）

８月６～８日 少年少女ニコニコキャンプ
（枚方市野外活動センター）

８月２５日 ＲＡＣ例会にて委員長卓話
９月 ８日 ＲＡＣとの合同例会並びに合同

懇親会
９月２７日 ローターアクト北ゾーン連絡

協議会（ガバナー事務所）
１０月９日 第１回青少年奉仕委員会正副

員長会議（関西大学）
１０月９～１１日 秋のライラ（摂津峡

青少年キャンプ場）
１０月２７日 ＲＡＣ例会にて橋本会長卓話
１１月７日 守口市民まつりにＲＡＣは

バザーを実施
守口市中学生スピーチコンテス
トのＤＶＤを作成中

１１月１４日 ＲＡＣ１０００回記念例会
（守口文化センター）

１２月１日 クラブフォーラム「今後の守口
ローターアクトクラブについて」

クラブ奉仕委員会
委員長
篠﨑 満伸

各委員会の活動が順調にかつ、円滑に運営され
ておりますことに対し、まずは各委員長、委員の
方々にお礼申し上げます。なかでも永年の懸案で
ありました会員増強につきましては、佐治委員長
はじめ、会員各位のご尽力で一定の成果をみてお
りますが、創立50周年を50名体制で迎える、と云
うのが目標であり、その実現に向け今一度のご努
力をお願い致します。

国際奉仕委員会
委員 水谷 治人

Ｍ.Ｓ.Ｓ.事業も開始より4年が経ちました。
2009-2010年度も新奨学生5名を加え、現在、
1年生から4年生までの20名の子供達を支援し
ています。Ｍ.Ｓ.Ｓ.は10年計画ですが今年度
は5年目となります。5年目までは新奨学生を
加え、6年目からは新規の奨学生は取らず、こ
の25名の子供達全員を卒業へ導くことに最大
限の努力を払ってまいります。
このようにして10年で25名の子ども達に6年
間の小学校通学を確保する予定です。
現在1年生から4年生の20名は全員元気に通

学しており、毎月のＭ.Ｓ.Ｓ.確認の集会にも
親子で出席して様々な情報交換等を行ってい
ます。
不登校等の脱落者がいないのは、奨学生選

択の課程でお互いに内容をきちんと理解し、
また親子とも小学校進学の意志があるにもか
かわらず経済的な理由で困難な家庭であり、
かつ保護者がまじめに我が子の小学校進学を
希望し生活態度もまじめな家庭であることを
条件としているからだと考えられます。
またこの条件を確認するための家庭訪問や

面接なども厳格に行っています。
今年度、第5期のＭ.Ｓ.Ｓ.事業を行うにあた

っても、スモーキーマウンテン内の幼稚園に
通う園児の中から上記条件に当てはまる家庭5
組を選出しますが、本年度も守口ＲＣのメン
バーが現地に赴き、新入生候補者の親子5組と
面接及び家庭訪問を行い、また現在行ってい
る1年生から4年生についても同様に面接と家
庭訪問を行う予定です。

また親睦活動委員会では、ロータリー情報委員
会と連携して新会員の歓迎勉強会、天神祭を見
学しながらの家庭情報集会、湖東三山への日帰
りバス旅行と会員相互の親睦の実をあげていた
だいておりますことはご同慶に堪え。写真によ
る会員の紙面参加で、会員の関心の高まりを見
ておりますとことは、喜ばしいかぎりです。
どうぞ下期にあってもよりよいクラブ運営に

ご努力賜りますようお願い申し上げ、中間報告
と致します。



2009-2010年度選出の新奨学生5名

多田 会員 11月19日の3クラブ合同コンペ
大野 会員 で団体戦で2位になりました。
正木 会員 次回は優勝をして多額を

ニコニコしたいと思います。

橋本 会員 中道会員にお世話になりま
した。

石井 会員 先般来、諸行事の都度、中道、
菊田両会員より沢山のスナッ
プ写真を頂き、有難うござい
ました。

阪口 会員 例会及び委員会の欠席をお詫
びして。

宮内 会員 例会欠席のお詫び。
松尾 会員 お久し振りです。

12／15 結婚・誕生ニコニコBOX
累計551,000円

守口RC・スモーキーマウンテン・スカラーシップ(Ｍ.Ｓ.Ｓ.)
第5期Ｍ.Ｓ.Ｓ.事業

例会前の打ち合わせ？
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