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１2 月は 「 家 族 月 間 」 です 

次回例会 2005 年 12 月 21 日 

（第 2197 回） 

 

「最近の冠動脈疾患について」 
関西医科大学内科学第 2 講座 

助教授 神畠 宏 氏 
       例会担当：職業分類委員会 

本日例会 2005 年 12 月 17 日 

（第 2196 回） 

 

「クリスマス家 族 親 睦 会 」 

 
             例会担当:親睦活動委員会  

 

（１） 

 
 
 
 
 
 
 

 
前回例会（2１95回）12/14の主な内容 
 
年次総会            （三浦会長） 
 クラブ細則第 4 条第一節の規定に基づき

年次総会を開催致します。定足数は会員総

数の１/3 上の出席が必要です。出席報告に

よりますと４２名のご出席があり、総会は

成立致します。 

第１号議案は次々年度会長、及び次年度理

事役員決定の件 

大西選考委員長より答申書を頂き、その後

どなたからも意義の申立てがございません

ので、答申書決議のとおり、役員を決定い

たしたいと思います。 

出席会員に賛否を諮った結果 

（拍手により承認されました。）  

               
● 次々年度会長  佐治 信隆 会員 
 
● 次ロータリー年度理事 

西原 房三 会員   花光  宙 会員 
   深田 清一 会員   天野 彰二 会員 
   他谷 冨美子会員   木崎  正 会員 
   菊田  芳 会員 
   
● 次ロータリー年度役員 

会 長 石井 賢治 会員 
（前年度総会で承認済） 

副会長 他谷 冨美子会員 
幹 事 伊東 司郎 会員 
副幹事 石橋 幹夫 会員 
会 計 石谷 隆一 会員 
S.A.A   水谷 冶人 会員 
副 S.A.A  白井 孝彦 会員 

出 席 報 告 

例会日      出席     欠席          出席率 
 

12 月 14 日      ３５    １４      74.47％（ 61 名中 14 名免除）  

11 月 30 日      ３７    免除会員出席 9名メークアップ 4名（78.72％） 



 

 

 
 
 

会長の時間                （三浦会長）   
 
「児童殺人を憂う」 

近年、頻繁に続発する児童殺人事件に日本は今おか
しくなってはいないだろうか。 
単純にテレビ社会の影響が人心を知らず知らずに
荒廃させたのか。凛たる法治国家日本、今ここにき
て国民一人一人が検証する必要が出てきたと思う。 
あと数年先には新裁判制度が導入される。 
 一般各層の国民から無差別抽出で陪審員となり、
素人が人を裁くというのだ。 
 国民の良識を裁判に反映させる為だが、選ばれた
陪審員は、どういう倫理基準で判定するのだろうか。
民主主義社会は民意をもって運営される。 
 その民意が権利のみ主張しすぎれば社会は退廃
する。むしろ義務の優先によって権利が追随する方
が自然であろう。それが今、弱者が如き児童を己が
凌虐性によって殺人に及び、異常な程の利己的物欲
が、汗を流す努力を軽視、その結果心の劣化と世の
たるみを招く。 
即ち、汗を流して晴耕雨続、教育が最も重要である
と考える。 
 
菊田会員より一言ご挨拶 
12／11・12 は母の葬儀に際しましてお参り頂き厚
く御礼申し上げます。 
 
幹事報告                  （篠﨑幹事） 
◇12/9.10 の地区大会参加のお礼 
◇クリスマス親睦会へのご寄付、再度のお願い 
 
委員会報告 
広報雑誌・会報委員会     （田代委員長） 
・ 事務局に高速プリンター設置により週報の用

紙が、変わりました。 
親睦活動委員会        （花光委員長） 
・ 12／17(土)クリスマス親睦会寄付のお願い。 
 

◇◇◇委員会だより◇◇◇ 
親睦活動委員会 12/14（13：30～）豊秀の間 
1. 出席状況 
2. 当日スケジュールの確認 
3. 当日役割分担 
4. 予算 
国際奉仕委員会 12/14（13：30～）クラウンの間 
・バコロドに変わるＷＣＳ事業について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

卓 話 
2005～2006年度ＲＩ第2660地区 

「地区大会報告」 
 
 

会長 三浦 俊造 
 
 
 
 

 
 
去る 12 月 9日午後 2時より、リーガロイヤルホテ
ルに於いて会長・幹事懇談会が開催された。神崎ガ
バナーは「ＲＩ第 2世紀目の初めの意義ある年を迎
えた。ＲＩ提唱のプログラムを継続、地区内ではク
ラブの充実・職業奉仕について考えよう」を掲げて
活発に展開中と熱く語られた。懇談会では、会員増
強とクラブの充実、社会奉仕事業が主だった。 
 内容は、出席率の向上が会員増強のバロメーター
となる。ＲＩ会長賞も標準的な四大奉仕を実践すれ
ば自ずとクリアー出来る。社会奉仕の事業は最大の
尽力が必要だ。ロータリーは今後、内よりも外に向
って活動すべきで長期的事業は地域との共存によ
って継続され、公共的イメージアップを図る。等々
有なる意見が続出した。 
 続く晩餐会には当クラブより 6名が参加。 
翌12月10日は国際会議場に移して10時30分より
本会議開会、プログラム通り各発表が行われました。
午後の表彰式では、震災遺児里親クラブ表彰に移り、
当クラブも受賞の栄に授かった。 
 これは阪神淡路大震災の年に当時、当地区ガバナ
ー熊澤先生の提唱によって創設され、遺児が成人す
る迄を節目として支援の呼び掛けを行いました。結
果、地区内 8クラブがこれに呼応、永年の労苦を讃
えて表彰するに至ったものであります。 
 
「上期委員会活動報告」 
 

 
 
＜クラブ奉仕担当理事＞   

疋田 茂雄 
 
 
 
 
 
副会長を仰せつかり、三浦会長の本年度重点方針
当クラブ内の先ず親睦、会員の増強、国際奉仕委員
会による、フィリピン ネグロス島の医療奉仕に代
わる海外での奉仕活動の具体化の一歩を踏み出し
たい。という意向を理解しつつ、半年がすぎようと
しています。 
 親睦委員会では、花光委員長の奮闘と努力により
守口イブニング RC との合同家庭集会、京都への日
帰り旅行等々、立派に成功に導いて頂きました。今
後も、クラブ内のニーズがどこにあるのかを考え、
それに応える行事を実施して頂きたいと思います。 
会員増強委員会では、残念ながら退会による減少傾
向が著しく、下期では増強委員会のみでなく会員全
員が増強につとめて頂くよう強くお願いする次第
です。主に若い方や女性会員をターゲットによろし

 

 

 

 
菊田会員 先日は母の葬儀に際し 

皆様方に大変お世話に 
なりました。 

石井会員  去る日曜日は篠崎会員に 
大変お世話になりました。 

石橋会員 連続例会欠席のお詫び。 
天野会員 例会欠席のお詫び。 
 

12/14 結婚・誕生ニコニコＢＯＸ 
累計 469,000 円 

 （２） 



 

 

 
 
 

くお願い申し上げます。会員増強が無いと当然選考
委員会、職業分類、情報、など各委員会が手持ちぶ
さたでしようがないといった状態で、どうか忙しい
委員会にしてあげて頂きたいと思います、よろしく
お願い申し上げます。 
 

 
 
＜社会奉仕委員長＞ 

川村 弘和                                        
 
 
 
１） 委員会活動報告 
2005 年 
・７/16・寺方提灯祭りへの協賛    
・８月・「社会を明るくする会」守口保護司会を通

じ協賛   
・８月・薬物乱用防止「ダメ、ゼッタイ国連募金運動」  
・８/24・例会卓話「守口の犯罪情勢などについて」

守口警察署署長田所克也氏 
・９/1・無事故・無違反コンテスト開始  
・９月初旬・八島交差点の大看板の本年度テーマ「超

我の奉仕」に書換えと維持管理を実施 
・11/6 守口市民祭りに参加しました。守口 RC と

RAC と協同で市民にカレンダーを配布 
・12／14・会員事業所での献血実施 智頭電機㈱ 
 
２） 委員会開催 
2005 年度 
・７/12・当委員会の今年度方針と事業計画（8 名） 
・８/31・無事故・無違反コンテストの件 
     薬物乱用防止募金の件等 
・10/12・守口市民まつりの打合せ 
    「3 救運動」の準備について 
３）2005 年度地区公式委員会 
・4/23・2005～2006年度地区協議会（国際会議場） 
・7/19・ 第１回クラブ社会奉仕委員長会議（ﾎﾃﾙ阪急ｴｷｽﾎ゚ ﾊ゚

ｸー） 
４）後半の活動予定   
2006 年 
・1/10・会員事業所での献血実施 松尾産業㈱ 
・1/24・「３救運動」八雲小学校 PM13:00 より 
・2/4 ・「  〃 」下島小学校 AM9:00 より 
・2/28・無事故・無違反コンテスト終了 
・4/12・卓話 
・５月下旬・薬物乱用防止教室 キャラバンカーに

よる守口市中学校で計画予定（守口保護司
会の応援を頂く） 

・6/21・クラブフォーラム      
 
 

 
 

＜国際奉仕委員長＞             
                伊東 司郎 
 
 
 
 
 
 本年度、国際奉仕委員会、委員長をおおせつか

っております伊東です。 

マッチンググランドの申請受付が７月１５日～翌
年の３月３１日まで、承認が８月１５日から翌年の
５月１５日までになっておりまして、何とか年内、
１２月末日までにマッチンググランドの申請を終
わりたいという目標でやってまいりましたが、現時
点で大部遅れております。今後はマッチンググラン
ド受付最終の来年の３月末までに目標を変更して
取り組んでまいりたいと思っております。件案とし
ましては私共が、事務所を出しますベトナムでの奉
仕活動と、先日当クラブの例会にも出席頂きました、
ＮＧＯライズエイジアの上田敏博氏を介した、フィ
リピントンド地区のスモ－キーマウンテンの子供
達に対する支援という２本立てで、現在模索中です。
しかし、どちらにも何をどう支援するかという具体
案にまではまだ至っておりません。もう一度、目標
日程を来年３月まで延ばしまして頑張りたいと思
います。宜しく御願い致します。 
 
 

 
＜ 職 業 奉 仕 委 員 長 ＞      

佐治 信隆 
 
 
 
 
 
10 月は職業奉仕月間でありまして例年の如く事業
所見学を実施いたしました。 
日時は10月12日ロイヤルパインズホテル前から京
阪バスにて最初に本町の北御堂（浄土真宗本願寺派
津村別院）を見学いたしました。本堂で説明うけて
長い階段を下りて本町の大きな交差点を南に５,６
分の南御堂に移動しました。 
商売するなら御堂さんの見える所でとキャッチフ
レーズを言いましたが、北御堂、南御堂に 25 名の
参加を頂き事業所見学をさせて頂きました。 
  
 
 

 
＜青少年奉仕委員長＞    

                水谷 治人 
 
 
 
 
 
大阪東ＲＣをHCとして 8月 5日～7日に大阪府立
青少年海洋センターで開催された 
「少年少女ニコニコキャンプ」と、大阪本町ＲＣを
HCとして 9月 23日～25日に大阪市立信太山青少
年野外活動センターで開催された「秋のライラ」に
参加させていただきました。 
担当例会では、9 月 7 日に教育委員の水谷清美氏を
講師に「教育委員と私」という題で講演をいただき、
10 月 7 日は「クラブフォーラム」として、青少年
奉仕活動の今後の方向性についてのアンケートを
実施しました。アンケート結果については報告書に
まとめて提出させていただきます。下期はローター
アクト委員会、社会奉仕委員会、国際奉仕委員会と
の連携、BA 会へのサポートを強化していきたいと
思います。 

 

 

 

 

（３） 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  

家族親睦会（京の秋・日帰り旅行）のスナップ集 

Ｈ.17.１１.２６   二条城・京都御所ほか 

  （４） 


