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一年間ご愛読
ありがとうございました。
広報雑誌・委員会、事務局一同
本日のピアノ演奏曲目
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2011年07月06日
（第2447回）
2011～2012年度
「新年度 挨 拶 」
理 事・役 員
坦当：会長・幹事
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80.00％（ 会員４７名 ）（内免除者２名）
メークアップ３名（77.27％）

◎ゲスト紹介
内藤 光昭様
（松井会員お客様）
樋口 和治様
（常盤会員お客様）
◎ビジター紹介 島 伸彦様 （大阪大淀ＲＣ）
◎ロータリー財団委員会より中島警子会員へ
ベネファクターピンを贈呈
●マルチプル・ポールハリス・フェローピン贈呈
中島会員、多田会員、菅野会員、川村会員、
松尾会員、常盤会員、阪口会員、白井会員

話
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2011年07月13日
（第2448回）
2011～2012年度
「新年度 挨 拶 」
各委員会・委員長
坦当：会長・幹事

前回例会（2446回）6/22の主な内容

卓

橋本会長 最後の点鐘

泰明

この一年間会員の皆様のおかげをもちまして無
事職責を果たせましたことに心より御礼申し上げ
ます。本年度が始まるにあたって、①地域社会へ
の奉仕活動の実践 ②会員増強 ③50周年記念式
典と記念事業の遂行の3つの重要課題を取り上げま
したが、会員の皆様のご活躍でよい成果が残せた
ことを重ねて御礼申し上げます。 特に会員増強
については一昨年から周到に準備を進めて戴いた
結果、人数で8名、増強率としては約20%という、
実質2660地区最高の成果を上げました。新たに入
会式や新入会員との親睦会も催すことができ、新
入会員全員の皆様がこの守口ロータリークラブに
定着して戴けるものと喜んでおります。

念願でありましたロータアクトクラブの増強につい
ても一応の成果が得られ、良い人材に恵まれて少人数
の割には立派な活動をして戴けました。一方、直接会
員の皆様の活動には見えてきませんでしたが、忘れて
いけないことは、IM第３組のガバナー補佐に西原パス
ト会長を輩出したことであります。 結果としてこの
第３組の活動に大きな助言と指導をいただき、各クラ
ブからたくさんの感謝の言葉を頂戴しました。このよ
うに近隣クラブとの関係を密にして活動を支え合うの
もロータリークラブとして極めて有意義な、そして重
要な仕事だと思います。 残念なことが一つあります、
それは出席率の問題です。当クラブの出席率はおおむ
ね60%台後半から70%という地区でも低いレベルにあ
ります。 出席率が低いのはもちろん会員の皆様のご
都合も多々あるとは思いますが、少しの無理を押して
でも出席しようという、魅力ある例会の開催ができな
かったことに大半の原因があったと、深く反省してお
ります。 来月からは石橋新会長を中心に新年度が始
まり、強力な布陣で新たなロータリー活動を進めてゆ
かれると思います。 特に今年度に入会された新会員
の皆様の力を集約してクラブ奉仕を中心に、いっそう
熱の入ったロータリー活動が実践できることと思いま
す。 今年一年の会員皆様のご支援に再度感謝し、次
年度の益々の隆盛を祈念しまして本年度退任の挨拶と
させて戴きます。

無任所理事
横尾 定美

守口ロータリークラブ創立50周年という記念す
べき年に、橋本会長の下で理事として50周年記念実
行委員長を務めさせて頂きました。
各委員長と会員の皆様のご支援により、次の記念
事業を無事終了することができました。
心より感謝しております。
記念事業は1】市内18小学校へ図書の寄贈、
2】市内八島交差点の大看板をポリオ撲滅キャン
ペーンに改装して除幕、3】大阪府の緑化運動に協
賛して、守口市駅前広場にセンペルセコイヤの木を
植樹すると共に、「四つのテスト」の石碑をその隣
に移転、4】記念祝賀と会員の特別表彰であります。
今回の記念事業はたまたま東日本大震災の翌日の
ことで、気に懸かるものがありましたが、あえて実
行したものであります。

無任所理事
多田 正司

副会長

中島

警子

この度は、私の人生にとりまして記念すべき年
であったなと、本当に有り難く思っております。
この一年で印象に残っておりますのは創立50周年
記念式典におきまして宮城道雄先生の『越天楽変
奏曲』を皆様にお聴きいただいたことでございま
す。東日本大震災の直後でしたが、被害の深刻さ
を十分認識しないまま「祝典曲」を演奏いたしま
した。今となっては少し複雑な気持ちでございま
すが、それでも長い目で見ますと「50周年」の大
きな節目を飾れたのは光栄でございました。改め
まして、ロータリー精神と申しますか、高邁な奉
仕精神を私自身が勉強し直させて頂く気持ちで本
年過ごさせて頂きました事皆様のお陰と感謝致し
ております。これからはまだまだご奉仕させて頂
き自分なりに取り組んでまいりたいと存じます。

クラブ奉仕委員長
篠﨑満伸

この一年、守口ロータリークラブは大変な年であ
りました。
創立50周年に加え、ガバナー補佐をお引き受ける
年度という事もあり、橋本会長以下各役員とも緊張
のスタートでありましたが、５０周年式典には横尾
実行委員長の御就任をいただき、又ガバナー補佐に
は西原会員が体調のすぐれない中でお引き受け頂い
たことにより、大きな節目である５０周年を守口
ロータリーの歴史に刻むことができましたが、これ
も橋本会長のもと各実行委員の皆様、各会員の皆様
の惜しみない御協力によりなしえたプロジェクトで
あったと思います。
今期も残す所あと数日となりましたが、皆様のこ
の１カ年の御苦労に感謝申し上げ、簡単ですが無任
所理事としての御挨拶とさせていただきます。
有難うございました。

退任にあたり、一言お礼の御挨拶を申しあげま
す。本年度は守口ロータリークラブにとって、創
立50周年を迎える大変重要な年でありました。
創立50周年関連事業は橋本会長、横尾実行委員長
の高い見識と卓越した指導力のもと会員が一丸と
なってこれに対処し、成功裏に終える事が出来た
ことは、誠にご同慶に堪えません。
また、各クラブ奉仕委員会も、各委員長のご努力
で当初の事業目標を達成していただきました。
中でも永年の懸案でありました会員増強は、
佐治委員長はじめ各委員、会員の皆様方のご尽力
で8名の新入会員を迎えることとなり、
このうえない喜びであります。
会員の皆様方に心からお礼申し上げ退任のご挨拶
と致します。

社会奉仕委員会長
白井孝彦

歴代当委員会の継続事業（３救運動・市民祭り・
薬物乱用防止教室等）を中心に活動し 会員の皆様
やRAC会員のご協力のもと何とか当初の計画を達成
することが出来ました。
また、４月には社会奉仕活動についてのフォーラム
を開催し 皆様方から貴重なご意見・ご提案を戴き
ましたので 次年度委員会への引継事項とさせてい
ただきます。この１年間ご支援・ご協力を賜りどう
も有り難うございました。

職業奉仕委員長
菊田 芳

この一年、職業奉仕委員長を務めさせていただきま
したが本日無事その任を終わらせていただくことが出
来ました。これも偏に各委員並びに会員の皆様のご協
力あってのことと深くお礼申しあげます。
十分間卓話、出前授業等々皆様方のご支援を頂きつ
つ、なかでも中島会員には出前授業で物心両面にわた
り大変お世話になり有難うございました。

国際奉仕委員会
委員長 中道

均

退任の挨拶、今年度は委員長としての活動が出来ず、
水谷会員・吉川会員の活動に頼りきりで年度が終わっ
てしまった年度でした。活動が中途に終わり再度次年
度も国際奉仕に力を出すべく任ぜられました。
石橋会長年度は今年度を含めた、報告書を出せるよう
活動の実態を会員の皆さんにお知らせ出来るようがん
ばります。
一点、報告として創立50周年記念誌の遅れをできる
限り取り戻し７月には完了したいと考えております、
完成まであと少しお待ちください。

青少年奉仕ローターアクト委員長
神田 隆司

今期のＲＡＣは「link～輪～」（結束の輪・
交流の輪・地域活動の輪）のクラブターゲット
のもとに活動してまいりましたが、特に交流の
輪につきましては、合同例会、ＲＡＣ例会での
卓話（３回）、ＲＡＣ1000回記念例会等を通
じてロータリアン、ＲＡＣＯＢ・ＯＧとの交流
の輪を深めることが出来たと思います。
ただ、ＲＡＣ例会への参加並びに会員増強につ
きましては、具体的な活動を行うことが出来ま
せんでしたが、クラブフォーラムで会員の皆様
に今後のＲＡＣのあり方について討論していた
だいたことは大変有意義でありました。
この１年間当委員会にご支援とご協力を賜り
有難うございました。厚くお礼申し上げます。

幹事
三浦

均

入会5年目経験も浅く正直ロータリーの事も
良くわからない私に幹事という大役が務まるか
大変不安でした。が、橋本会長をはじめ役員理
事の皆様、会員の皆様のご協力お力添えを持ち
まして何とか職務を全うすることができました。
誠に有難うございました。
思えばこの一年例年の行事に加え、50周年と
いう大事業を慣行する一方で東日本大震災とい
う1000年に一度の大災害への対応を迫られる
大変な年でした。
外部的には、ＩＭ担当者会議、幹事会を通じて
他クラブのロータリアンとも親睦を深め、大い
に啓発されました。
忙しく緊張の連続でしたが、大変貴重で有意義
な経験をさせていただきました。
また、内から外から守口ロータリークラブを
見る機会をいただき、我がクラブは歴史と伝統
のある素晴らしいクラブだと再認識させられま
したこれからもその一員であることに恥じぬ
日々を重ねて行きたいと存じます。改めまして
心より御礼申しあげます。

退会のご挨拶
副Ｓ.Ａ.Ａ
螺良 愛郎

短い期間ではありましたが、つたない司会でご
迷惑をおかけしました。S.A.A.の仕事の内容も理
解せずに大役をお引き受けしたことをただただ後
悔いたしております。会員としては食って飲んで
だけで奉仕の精神を咀嚼できぬままでしたが、お
役を頂戴いたしたことひとえによい思い出になり
ました。今後、守口ロータリークラブが益々盛会
になりますこと祈念してやみません。会員の皆様
どうもありがとうございました。

会計
松井 秀雄

2年前に内田様から紹介されロータリーに入会
しました。、最初に声を掛けていただいたのが佐
治様で「仲良くやろうや」と言うのが最初の言葉
でした。その隣には、白井様がおられました。非
常にそこで和んだという記憶がございます。大野
様は親睦委員の時、一緒に並ばせていただき色々
教えて頂きました。ロータリーでここまで成長し
たのは大野さんのお陰だと感謝申し上げます。
ロータリーの心と感じたのは、地元企業でありま
す、三洋電機の電池で東京～大阪間無充電で走破
した時、世界一になった時に、菊田さんが記録に
対してニコニコを入れていただき、人の幸せを素
直に喜んで頂きました。一つはロータリーの心だ
という風に感じました。50周年式典では司会をさ
せて頂きいい思い出となりました。後は内藤さん
が引き継いでくれます。いい思い出ばかり残って
おります。 有難うございました。

◇◇◇委員会報告◇◇◇
国際奉仕委員会
（中道委員長）
地区よりニュースレターのご披露
◇◇◇新理事会だより◇◇◇
日時：6月22日13：30～
場所：「事務局」出席：14名
議題：2011～2012年度事業計画書（案）
の承認の件
・2011～2012年度予算書（案）
の承認の件

◎幹事報告

（三浦幹事）

1、6月29日（水）は休会です。
2、7月6日（水）は年初例会で写真撮影となって
おります。
3、7月6日は10分早く12：20～開会します。

深田 会員 橋本会長をはじめスタッフ皆様方、
一年間ご苦労様でした。
深田 会員 西原Ｇ補佐お疲れ様でした。
常盤 会員 長期欠席のお詫び。
中島 会員 6／19のいずみホールでの演奏会無事
終わりました。多数の方々にお越し頂
き有難うございました。
宮内 会員 橋本会長はじめ理事役員各委員長の
皆様御苦労さまでした。
宮内 会員 例会欠席のお詫び。
橋本 会員 1年間有難うございました。
中道 会員 ４役様御苦労様でした。
神田 会員 青少年奉仕・ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員長として
一年間お世話になりました。
横尾 会員 理事を退任させて頂きます。
有難うございました。
多田 会員 橋本会長以下、役員の皆様この一年
大変御苦労様でした。
菅野 会員 橋本会長様始め役員の皆様方、１年間
ご苦労様でした。
佐治 会員 橋本会長並びに理事・役員の皆さん
一年間大変御苦労様でした。
菊田 会員 中島先生、先日は勝手なお願いにも
拘わらず、心良くお聞き届け頂きま
して有難うございました。
阪口 会員 橋本会長。理事・役員の皆様一年間
御苦労様でした。
石井 会員 今年度役職員他、皆様に色々とお世話
になりました。
螺良 会員 お世話になりました。
大野 会員 中島先生、いずみホールで素晴らしい
演奏を聞かせて頂きまして有難うござい
ました。
篠﨑 会員 今年度大変お世話になりました。
川村 会員 出席・プログラム委員会１年間皆様の
ご協力に感謝いたします。
三浦均会員 民様の御指導御協力の陰で一年間無事
幹事を務めることができました。
どうも有難うございました。

6／22 結婚・誕生ニコニコBOX
1,273,390円

