
2006～07・RIテーマ

2006年12月23日

（第2242回）

2007年1月10日

（第2243回）

例会日 出席 欠席 出席率

12月13日 ２９ １４ 67.44％（５４名中１１名免除）

11月29日 ３４ 免除会員出席７名メークアップ５名（80.96％）

「クリスマス家族親睦例会」

例会担当：親睦活動委員会

「新春・箏のしらべ」

須山知行会員・中島警子会員

尺八・本多恭盟氏他桐絃社のみなさん
例会担当：会長・幹事

☆☆ 事務局より ☆☆

事務局は年末年始
12月29日から1月4日まで
休みとなります。
会員の皆様、今年一年大
変お世話になりました。
どうか良いお年をお迎え
下さい。



前回例会（2241回）12/13の主な内容

◎ ビジター紹介
向山 唯己 氏 （守口イブニングRC)

（上半期お礼の挨拶）

◎年次総会
会長 石井賢治

当クラブ細則第４

条第１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３の分

１であります。本日の例会出席者は34名であ
り、総会は成立致します。本日の議案は二件

です。

第１号議案は次々年度会長、及び次年度理

事・役員選出の件です。

去る11月末、家村選考委員長より当該答申

書を頂き、会員の皆様には12月1日郵送致しま

した。その後一部訂正させて頂きましたがど

なたからも異議の申し立てがなかったのでこ

の場でご案内通り決定させて頂きたく皆様の

ご賛同を得たいと思います。

【出席会員に賛否を諮った結果、

賛成多数により承認されました】

□次々年度会長 中道 均 会員

□次年度理事
篠﨑 満信 会員

家村 武秀 会員

阪口 明 会員

宮内 勝夫 会員

多田 正司 会員

大西 弘 会員
吉川 巧一 会員

□次年度役員

会 長 佐治 信隆 会員
（前年度総会で承認済）

副会長 宮内 勝夫 会員

幹 事 石橋 高夫 会員

副幹事 水谷 治人 会員
会 計 菊田 芳 会員

Ｓ.Ａ.Ａ 友永三湯紀 会員

副Ｓ.Ａ.Ａ 三浦 均 会員

第２号議案は11月末現在の会計報告承認の件です。

会計担当の石谷会員から主要項目について説明

申し上げます。

【会計報告】一般会計

収入の部につきまして

は、収入予算額

21,452,000円に対して

中間決算額は、

10,182,012円となって

おり、収入比率は47.5％です。一方支出の部では、

支出予算額21,533,600円に対して中間決算額は、

9,405,498円で、使用比率は43.7％となっておりま

すが、概ね順調に推移していると思われます。

特別会計につきましては、特に動きはございま

せんでした。

◇◇◇◇◇

「2006～2007年度地区大会報告」
幹 事

伊東 司郎

先週１２月８日(金)９

日(土)に大阪国際会議場

とリーガロイヤルホテル

において、ＲＩ第２６６

０地区２００６～２００７

年度地区大会が国際ロータリー会長代理李東建氏

を御来賓として行われました。

８日(金)の会長幹事懇談会は、岩田宙造ガバ

ナーの点鐘に始まり、ＲＩ会長代理李東建氏の流

暢な日本語の挨拶を拝聴致しました。その後「こ

れからのロータリー活動、ＣＬＰの重要性につい

て」と題してパネルディスカッションが行われま

した。

そして９日(土)の本会議も同じように、岩田宙

造ガバナーの点鐘に始まり、来賓祝辞、ガバナー

挨拶、ＲＩ会長代理李東健氏挨拶と続き、各種表

彰が行われ、終了致しました。

本大会の特徴は、大会決議案に「ＣＬＰの導入

を推進する件」が盛り込まれ、決議された点です。

今後地区から各クラブに対し、ＣＬＰの導入への

働きかけが強くなると思われます。



■ 卓 話
「上期委員会活動報告」

クラブ奉仕担当理事

他谷 冨美子

副会長及びクラブ奉仕
担当理事に着任しまし

てから半期が経過致し

ました。

例年の如く、上期委員

会活動報告をさせてい

ただきます。
① 親睦活動委員会では、三浦 均委員長をはじ

め委員会の皆さんのお陰でとても楽しくそして賑

やかに「湖東の商人の里近江八幡散策と近江牛を

楽しむ日帰りの旅」を実施して頂きました。でも

船での水郷めぐりは、本当に寒くて、鏡は持って

いませんでしたが恐らく顔色が無かった事と思い
ます。

また情報委員会と協賛の第１回家庭集会は柿右衛

門に於いて実施され、沢山の方々の参加を頂き有

意義に終了して下さいました。また、ゴルフ同好

会の方も定期的に活発にやって頂いております。

世話役の皆さん有り難う御座います。
来る２３日は当委員会の一番のイベントであるク

リスマス会が実施されます。委員会全員、力を併

せ皆さんに楽しんで頂く為の努力をして居られま

す。奮ってご参加下さい。寄付金の方順調に頂戴

致して居りますがもうすこし足りません。

特に参加をされない会員様には協力金として出し
て頂ければ嬉しゅうございます。後、半期ありま

す。

「親睦あっての奉仕活動」を基本理念として、会

員相互の友情を深める為に頑張って頂きたいと思

います。

② 会員増強委員会ですが、この度、中谷会員の
ご紹介によりお一人の入会を頂きました。石田会

員、ご入会有り難う御座います。楽しいロータ

リーになることを願っております。

お陰様で会員選考委員会及び情報委員会もお仕事

をして頂く事が出来ました。両委員会がますます

忙しくなる事を願って居ります。
芦谷委員長をはじめ委員会の皆様、新会員発掘

に努力して頂いていると思いますが、会員増強こ

そロータリー活動のエネルギーだと思います。ど

うか頑張って頂きたいと思います。

私も若い女性会員の拡大をと、日夜頭を痛めてい

ますが、思う様に前進致しません。委員会以外の
皆様もどうか御協力下さいませ。

③ 広報・雑誌・会報委員会は皆様ご存知のとお

り、田代委員長をはじめ委員会の皆さん、完璧に

その責務を果たされ感心致しております。

委員長を２期続けて頂く事の素晴らしさとそ

の大変さを思い、感謝に耐えません。

長くなりますので主だった委員会のみの、報告
をさせて頂きました。引続き後期も御協力の程

を宜しくお願い致します。

◇◇◇◇◇

社会奉仕委員長

菊田 芳

本年度社会奉仕委員
会委員長を務めさせ
ていただいておりま
す菊田です。本年度

も前半を経過致しましたので、この半年間の経
過を報告させて頂きます。
Ⅰ．実施事業

1、7月初旬八島交差点の大看板のテーマを
本年度 テーマ『率先しようLEAD
THE WAY』に書き換え。

2、７月15日（土）3救運動講習会を寺方小
学校で開催

3、8月3日（木）3救運動講習会を南小学校
で開催。

4、8月中旬「社会を明るくする運動」に対
し守口保護司会を通じて協賛。

5、10月1日無事故・無違反コンテスト開始
6、11月5日（日）『第21回守口市民まつ

り』に参加。
Ⅱ．委員会開催

第1回6月21日(水)13：40～14：30・出席7名
2007年度事業計画について

第2回6月28日(水)11:30～12:00・出席7名
2007年度事業予算執行予定額配分
について

第3回7月12日(水)13:30～14:30・出席6名
今年度実施予定の3救運動講習会に
ついて

第4回10月11日(水)11:30～12:15・出席7名
市民まつり参加について

Ⅲ．卓話
11月29日 「住宅用火災報知機の

設置義務について」
松下電工㈱ 田中 能弘氏

Ⅳ．後期実施予定事業
・社会奉仕賞（ボランティア活動その他）の
発掘と表彰

・薬物乱用防止の啓発事業への協力
・卓話（1月31日・4月11日）
・団体献血実施予定

12月19日(火) 智頭電気㈱
1月10日(水) 松尾産業㈱

◇◇◇◇◇



◎幹事報告
（伊東 幹事）

・寝屋川ＲＣよりニコニコキャンプの報告
書が届いておりますのでテーブル回覧

・「ユネスコ・世界寺子屋運動」の募金協
力依頼

・新春例会は1月10日(水)です。10分早く始
まり、10分延長となります。

◎委員会報告
記念基金管理委員会 （阪口 委員長）
・守口ロータリークラブ20周年記念基金規
定発表

親睦活動委員会 （三浦均委員長）
・クリスマス親睦家族例会出席のお願いと
寄付のお願い

向山 唯巳氏（守口イブニングRC)
本年度上半期ご指導下さり感謝申
し上げます。

石井 会員 石田 磨会員の新入会を喜んで。
横尾 会員 今年1年間有難うございました。
坂本 会員 昨日の大ゴルフコンペ（1組）悪

天候の中、感謝いたしました。
12/13 結婚・誕生ニコニコBOX累計

853,000円

国際奉仕委員長

橋本 泰明

国際奉仕委員会では
今年度から新しい支
援事業を始めようと
検討を重ねています。
この９月には会長、
幹事も同行戴いて
フィリピンのダバオ、

マニラ、バコロドに調査に参りました。 現
地状況については前回卓話でご説明を差し上
げましたが、実際に有効な新しい支援事業を
立ち上げるのには困難が多く、やや滞ってい
ます。
地区では、常に守口クラブのフィリピンに対
する活動が注目されています。残された半年
を利用して、他クラブの見本となるような、
また次年度の基礎となる活動を行ってゆきた
いと考えています。

◇◇◇◇◇
職業奉仕委員長

天野 彰二
10月は恒例の通り事業所見学を実施致しま

した。
10月11日(水)堺市に有る醤油製造工場を見学
致しました。
多数のご参加を頂き有意義な事業所見学が出
来ました。この事業所見学に際しては、伊東
幹事さまには大変なるご協力を頂き感謝有る
のみです。委員会開催が未だ出来ていません
が、後期には必ず実施致します。
私事で恐縮ですが体調を崩し、会長・幹事さ
まには大変ご迷惑をお掛けし申し訳なく思っ
ています。一日も早く体調を回復させ責務を
まっとう出来る様努力いたしますのでご容赦
下さいます様お願い申し上げます。

◇◇◇◇◇

「守口ロータリークラブ20周年記念基金規定」

第１条（目的）
「守口ロータリークラブ２０周年記念基金」
（以下、本基金という）は、守口ロータリーク
ラブ創立２０周年記念事業として、地域青少年
のための育英奨学金制度などの社会奉仕を目的
とする基金を募集したもので、将来にわたり、
本基金でこの社会奉仕の目的を推進するに必要
な事項をこの規定で定める。

第２条（運用）
本基金は、守口市における青少年の情操教育

の助成をする。

第３条（基金の積立て）
本基金に積み立てる金員は、次に揚げるもの

とする。
（1）本基金への積立てを指定した寄付金
（2）本基金の預金等から生じる収益金

第４条（管理方法）
本基金は、記念基金管理委員会（以下、委員

会という）が、全額を理事会の指定した金融機
関に預託して管理をしなければならい。

第５条（基金の運用内容）
本基金は、守口ロータリークラブとして、青

少年の情操教育の助成に充てる場合に限り、本
基金から支出し、基金の運用をすることが出来
る。

第６条（手続き）
本基金の具体的な運用は、委員会において発

案し、理事会でその承認を得なければならない。

第７条（会計報告等）
本基金の運用の会計処理について、委員会は、

毎年７月１日から翌年６月３０日までの間の会
計報告を次月の理事会に提出をし、理事会の承
認を得たうえ、次のクラブ例会で会計報告をし
なければならない。

第８条（付則）
この規定は、当クラブ理事会の決議があった

ときから効力を生ずる。
この規定は、当クラブ理事会の決議により改

正をすることができる。

☆☆☆広報雑誌・会報委員会☆☆☆
これからも会員の皆様方に役立つスピーディな週
報を編集してまいりたいと思います。
どうか来年もよろしく、よいお年をお迎え下さい。


