
本日のランチタイム・ピアノ演奏曲目

1. 夏は来ぬ 2. ﾊﾜｲｱﾝ・ｳｴﾃﾞｨﾝｸﾞ・ソング 3. ＴＳＵＮＡＭＩ（サザン）

2006～07・RIテーマ

2007年7月4日

（第2266回）

2007年7月11日

（第2267回）

例会日 出席 欠席 出席率

6月27日 ３２ １２ 74.42％（５５名中１１名免除）

6月13日 ３１ 免除会員出席２名メークアップ４名（72.09％）

前回例会（2265回）6/27の主な内容

◎ 会長の時間 会長 石井賢治

『 感謝の気持をわすれずに 』

「 新年度挨拶 」

理事・役員

例会担当：会長・幹事

「新年度各委員会委員長挨拶」

各委員長

例会担当：会長・幹事

新入会員ご紹介
（牧野会員・田代会員ご推薦）

宇賀 潤二（うが じゅんじ）氏

石井会長・今年度最後の点鐘

「会長の時間」
については、
先週、一年間
を振り返って
申し述べまし
たので、今日
は蛇足となり

ますが一言お話し致します。
お蔭様で小生この処健康に恵まれ、何とか

体調を維持し乍ら生活出来て、有難い事だと
思って居ります。

過日、ある講演会で演者がアジアの各地を訪
問した時の体験を語って居られたのを想い出し
ます。アジアの貧しい地域を目の当たりにし、
日本人に生まれて良かったと思ったとの事。貧
しい地域では落ちている魚を食べる人も居る、
と言った話がとても印象的だったのを覚えてい
ます。
日本に居ると気がつかないが、日本は本当に

恵まれているのでしょう。世の中にはかわいそ
うな人が沢山居る。そうした人達の為にも、何
か自分に出来る事を考え、実行しなくてはいけ
ないと思います。確かに世の中には沢山の問題
があります。そしてそれを解決する為には、皆
が一所懸命知恵を働かせて、お互いに助け合い
の気持が必要であります。今こうして恵まれた
環境で生きている事への感謝の気持を忘れず、
そしてより多くの人が感謝の気持を持てる社会
を作る為に、皆が夫々の立場で努力して行きた
いものです。 以上

◎幹事報告 （伊東幹事）
・次週例会の開会時間は5分早く始まります。
・次週例会後に新年度の記念写真撮影致します。

「週報」のご愛読
ありがとうございました

2006～07年度
広報雑誌・会報委員会一同



昨年7月スタートした私達のロータリー年度も
愈々本日最終の例会を迎えました。この一年間、
予定した諸行事も、あと一件、29日（金）のゴ
ルフ同好会のゴルフコンペを残すのみとなり、
略々当初計画通り実施出来たと胸を撫で下ろし
ている処です。
これも偏に 他谷副会長、伊東幹事、水谷Ｓ.

Ａ.Ａの他、西原･深田両無任所理事を始めとす
る各理事･各委員長の絶大なるご支援の賜物であ
ります。更に又 当クラブの全会員の皆様の誠
実なご協力があってこそ出来たものと喜んで居
ります。そして又、事務局女性お二人の忠実な
事務処理に助けられた事も忘れては居りません。
本年度の目標であった現陣容の維持につきま

しては、想定外の退会者が出ましたが、心強い
会員のご盡力による新会員の入会で、減員の穴
を埋めて頂き、略々現態勢を確保出来たかと喜
んで居ります。（究極的には一名減？）
今一つは新規Ｗ.Ｃ.Ｓ事業の模索であります。

これは国際奉仕関係者の並々ならぬご盡力と個
人的な（私費による）先行投資により、新たな
プロジェクトの枠組み作りとその実現に向け、
徐々に進展して行くものと成り行きを期待して
居ります。
最後に会員皆様の誠実なご協力に対して、重

ねて厚く御礼を申し上げ、退任の挨拶とさせて
頂きます。

卓話 「役員・理事退任挨拶」

一年間、ご指導・ご協力有難うございました。
私はこの役をお受けしてから、真剣に退会を考え
た事が一度ございました。何をどうしていいか判
らず、孤立する自分が情けなく思われました。で
も無責任さを許せず、思い直して今日を迎える事
が出来ました事を皆様に感謝致します。今までに
退会された会員の皆様はどの様な理由で退会を決
意されたのか充分な理解をしておりませんが、私
のような他愛ない理由の方がおいでるとしたら、
今頃きっと後悔をされているのではないでしょう
か。

同じく無任所理事 の深田でございます。
早くも最終日がやって参りまして、あっと云う間
の一年でした。一年を振り返って見て、はたして
何をやれたんやろか、と色々反省しております。
会長は私より(大)先輩ですが、あふれ出るエネ

ルギッシュ（パワー）でもって人間機関車として、
われわれをぐんぐん引張って行かれますので、私
ごときは会長を補佐する立場にありながら・・・
引張られて・・「あ、あ、あ」と云う、感じでご
ざいます。何も出来ずに逆に会長からスバラシイ
「パワー」をいただいた一年でした。幹事さんも
本当に良く頑張ってやっていただきました。
勿論他、理事･役員さんも！
こゝでつけ加えさせていただきますと、ロータ
リークラブは他の団体にないスバラシイものを
持っております。それは何か？ と申しますと一
言では云い表せません。ロータリーを知っていた
だきますには、十年かかると思います。そうなる
と考えも変わってまいります。入会年、月の浅い
会員さんで現在ご不満をかかえていらっしゃる方
は、十年以上在籍される事を希望します。

無任所理事

深田 清一

副会長・クラブ奉仕
担当理事

他谷 冨美子

会 長

石井 賢治

本年度無任所理事を担当させていただきました
西原でございます。当クラブは10年ぐらいずっと
会員数減少の傾向でありました。本年度も退会者
は沢山ありましたが、若い人が沢山入会していた
だき結果は、一名減となったようでございますが、
丁度今年辺りは上昇していくターニングポイント
の年になる様な気がしております。来期楽しみに
しております。石井会長さま一年間ご苦労様でし
た。

無任所理事

西原 房三

私は横山会員のお言葉に支えられました。退会を
考えている時、愚痴を溢せる方に出会えた事、そ
れが今、私をこの場所に立たせて頂いているので
ございます。有り難うございました。
この度は待望の女性の新入会員をお迎えする事が
出来ました。永く永く続きます様に願って微力乍
ら力になれたらと思っています。石井会長には何
のお役にも立てなかった副会長で有りましたこと
をお詫びして退任のご挨拶とさせて頂きます。有
り難うございました。



社会奉仕委員長

菊田 芳
石井会長より、私
の下で社会奉仕委
員長を引き受けて
もらえないか、と
のお電話を頂いた

時、私のような者にそのような重要なポストは
務まらないと一度は固辞したのですが、結局お
引き受けすることになりこの一年間、期初に掲
げたプログラムを何とか消化してまいりました。
しかし、３救運動、市民まつり等々いずれをと
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。この一年誠に有難うございました。

一年間、会員の皆様には大変お世話になり
ました。国際奉仕委員会の一番の仕事は、新
たなＷＣＳ事業を立ち上げることでしたが、
残念ながら基幹となるプロジェクトを発足さ
せることはできませんでした。
しかし、委員会では一昨年より新しい会員も
加わり、種々の可能性を検討しています。
今年度もフィリピンのマニラや、ミンダナオ
島、ダバオに調査を行う等、新たな試みを始
めています。今後とも会員の皆様には長い目
で、委員会の活動を支援いただきますよう、
お願い申し上げます。

国際奉仕
担当理事

橋本 泰明

今年１年間大変不出来な私を指導、協力して
いただいてまことにありがとうございました。
一応担当委員会は大過無く過ごさせていただ
いたと感謝しております。しかし会員の減少
等で予算がすくなくなったことは、活動に少
し影響したと、感じられました。次期の委員
長様、委員の皆様におかれましては、１年遅
れた事業等を宜しくお願いいたします。

青少年奉仕
ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員長

木﨑 正

石井会長をはじめとする役員の皆様方におかれま
しては、私のような若輩者にS.A.Aという大役を
任せて下さり、誠にありがとうございました。白
井副S.A.Aのご指導のもと、円滑な例会運営を目
指し、精一杯務めさせて頂きました。失敗の連続
で、皆様方には大変ご迷惑をおかけしましたが、
自分自身にとって大きな学びの機会となりました
事を感謝しております。
特に皆様方にはこの１年、ニコニコ箱への奨励を
お願いし続け、大変失礼をいたしました。ここ数
年来続く、急激な会員数の減少に伴う収入減を補
う為ではございますが、ニコニコ箱は本来、会員
が自由意思で善意の寄付金を入れるものであり、
強制するものではございません。お役目とは言え、
常に申し訳なく感じておりましたが、石井会長を
始め、多くの会員の皆様から多大なお力添えをい
ただき、目標額を超える金額が集まりましたこと、
改めて御礼申し上げます。
ただし、ニコニコ箱に集まったお金は本来、主と
して奉仕活動資金として使われるのが望ましいの
ですが、現実にはそうなっておりません。我が守
口ロータリークラブでもそのような使い方が出来
るよう、組織の強化に努めなければと思う次第で
す。
一年間お力添えをいただき、誠にありがとうござ
いました。

S.A.A

水谷 治人

本年度幹事の伊東でございます会員の皆様のご
協力によりましてなんとか大任をはたせたかな
と思っております私個人としましては、本当に
良い勉強をさせて頂いた一年間でしたロータ
リークラブに対する理解を少しは深めれたかな
と思っております皆様の暖かいご支援に感謝し
ますありがとうございました

幹事

伊東 司郎



◇◇◇委員会報告◇◇◇

次年度青少年奉仕
ローターアクト委員会

（吉川委員長）
次期ローターアクト例会ご出席のお願い
【RAC出席予定表の提出お願い】
・本日のＲＡＣ例会場は守口市民会館となってお
ります。

地区ﾛｰﾀｱｸﾄ委員会より
（髙橋地区委員長）

・次年度は地区ローターアクト委員会の顧問とな
ります。

◇◇◇委員会だより◇◇◇
次年度社会奉仕委員会
日時：6月27日(水)13：30～
場所：3F「豊秀」出席6名
議題：今年度の事業計画について

深田 会員 一年間アリガトウございました。
石井 会員 先週、水曜日の夜、二次会での西

原会員のご好意に感謝して。
多田 会員 石井会長以下役員の方ご苦労様で

した。
横山 会員 理事･役員の皆様一年間お世話に

なりました。
須山・中島会員 ６月23日いずみホールの演奏会

無事終りました。皆様のお蔭です。
有難うございました。

他谷 会員 一年間ご協力ありがとうございま
した。

三浦 会員 石井会長大変お疲れ様でした。
また執行部の方もおめでとうござ
います。

阪口 会員 石井会長はじめ、理事・役員の皆
様ご苦労さまでした。

坂本 会員 一年間大変お世話になりました。
佐治 会員 石井会長並びに役員･理事の皆さ

ん大変ご苦労様でした。
谷口 会員 他谷先生、ご苦労様でした。
伊東 会員 一年間お世話になり有難う御座い

ました。

6/27 結婚・誕生ニコニコBOX累計

1,798,000円

◎新入会員プロフィール

宇賀 潤二（うが じゅんじ）氏
株式会社京阪百貨店 専務取締役
事業所 守口市河原町8-3
1950年６月30日生 56歳

【今後とも皆様と仲良くさせていただきます様
よろしくお願い申し上げます。】

6/20 役員・理事・委員長の慰労会が
開催されました （ﾛｲﾔﾙﾊﾟｲﾝｽﾞﾎﾃﾙ）


