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一年間宜しくお願いします
広報雑誌・会報委員会

橋本直前会長・石橋新会長
石橋丸船出を前に、虎の巻の引継か

１、愛の讃歌

本日のピアノ演奏
2、ひまわり
３、

2011年07月13日
（第2448回）

2011年07月20日
（第2449回）

2011～2012年度
「新年度 挨 拶 」
各委員会・委員長
坦当：会長・幹事

例会日
07月06日

出席
36

06月15日

36

オルフェのサンバ

「

私 の 趣 味 」
吉川 巧一会員
坦当：親睦活動委員会

出 席 率
85.71％【会員44名】【内免除者2名】

欠席
6

メークアップ4名（83.72％）

前回例会（2447回）7/6の主な内容
橋本直前会長⇒石橋会長へ木槌の引継
三浦直前幹事⇒川村幹事へ重要書類の引継
◎ゲスト紹介
内藤 光昭様（三洋電機㈱ 執行役員）
◎ビジター紹介
中塚 一郎様（門真ＲＣ）
◎石橋会長より記念品贈呈
橋本直前会長
中島直前副会長
篠﨑直前会長
三浦直前幹事
西原直前ガバナー補佐
◎2660地区より委嘱状
熊澤会員へ諮問委員会委員委嘱状
水谷会員へ財団奨学会・学友委員会委員委嘱状
≪年初乾杯の音頭≫・・・・・橋本直前会長
本日、7月から石橋年度が始ります。昨年度はたくさ
んの皆様のご協力で本当に良い会になりました。
今年も会長の下,皆さん一丸となって当ロータリークラ
ブの発展にご活躍頂きたいと思います。
それでは、守口ロータリークラブのますますの発展と
皆様方のご健康を祈念いたしまして乾杯致したいと思い
ます。ご唱和下さい。 【全員乾杯！！】

◎

幹事報告（川村弘和幹事）

1、お誕生日記念品は5,000円の食事券です。
有効期限は、1年間です。
2、御結婚記念日お祝いは今年度は止めます。
3、事業計画書、ロータリーの友、月信、を
メールBOXに配布しています。
4、地区の広報よりテレビ大阪特別番組、「ポ
リオとのたたかい」のチラシをメールBOX
に配布しています。放送日は7月18日（月）
です。ぜひご覧ください。
5、ＲＩ7月のロータリーレートは82円です。
6、例会の服装は軽装で結構です。
7、例会後、記念写真撮影いたします。
8、写真撮影後、クラブ協議会、理事会を開催
いたします。
9、本日、夜18：30～理事・役員・委員長懇親
会を開催致します。

◎

会長の時間

会長

石橋

高夫

この一年会長をつとめさせていただきます。
会員の皆様のご支援心からお願いいたします。
来年2月で満70歳になります。おかげ様で今ま
で大きな病気にかかった事はありませんが今年
一年与えられた職務を全うする為にも健康に留
意し、身をひきしめ言動に注意しクラブや皆様
にご迷惑をかけぬよう努める所存です。昨年度、
50周年記念事業やガバナー補佐の輩出等、クラ
ブにとって大きな事業が橋本会長や西原ガバ
ナー補佐の指導のもと、見事な実績をあげる事
ができ、又新しい多くの仲間も迎えられました。
クラブは完全に上昇気流にのっています。楽し
いクラブを目ざします。よろしくお願いします。

無任所理事
佐治 信隆

卓

話「新年度挨拶」
会
石橋

長
高夫

ＲＩテーマ「こころの中を見つめよう、
博愛をひろげるために」
ＲＩ
１

3つの強調事項
家族（Ｆａｍｉｌｙ）
万事は家族から始まる。私達が行う奉
仕の出発点は家族にある。ここから始めてこ
そ人々の生活や地域社会全体を通じて世界を
よりよくしていくことができる。
２ 継続（Ｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ）
得意とすることは何かを知り、継続しなが
ら次のレベルへと高めていく。きれいで安全
な水の提供、疾病予防、識字率の向上、新世
代との活動、協力、平和への努力
３ 変化（Ｃｈａｎｇｅ）
世界に望んでいる変化に、まず私達自
身が変化の担い手とならねばならない。
自分の中に変化を起こすことの必要性を認識
しなければならない。

2660地区の方針
「見直しをすすめ新たな第一歩を」
2660地区強調事項
(1)クラブのサポートと強化
(2)人道的奉仕の重点化と増加
(3)公共イメージと認知度の向上
(4)未来の夢計画→Ｒ財団の変化

この度無任所理事を仰せつかりました佐治でご
ざいます。
上杉景勝の上杉藩家老、直江兼続の言葉に「学
問は自分のためにするのではない。学問とは人を
如何に幸せにできるか、人に如何に喜びを与える
ことができるか即ち人のために如何に尽くせるか、
それが学問である」
当にロータリーの精神を言い当てています。

無任所理事
橋本 泰明

今年度無任所理事を仰せつかりました橋本でござ
います。昨年度の規定改定で、直前会長は理事の一
員として理事会に参加するように決まりました。昨
年は会長として会員の皆様のおかげで一年間の任期
を全うすることができました。この経験を元に少し
でも会員の皆様に昨年任期中のご恩返しができます
よう努力いたします。
一年間よろしくお願いいたします。

副 会 長
クラブ奉仕委員会委員長
菊田 芳

副会長を仰せつかりました菊田です。このよ
うな重責を担う器でないことは重々承知しては
おりますが、会長・幹事を補佐し会長が目指し
ておられます「楽しいクラブ」にしようと、円
滑なクラブ運営にお役に立てればと願っており
ます。
昨年度は５０周年と云う伝統溢れる輝かしい
年度でした。今年度は更に前進するクラブへと
歩む第一歩の年でもあります。各委員長さんに
おかれましては昨年度より既に新委員会を開催
され着々と事業計画の実現に第一歩を歩み出し
ておられます。私と致しましても各委員長さん
と連絡を密にとり魅力ある楽しいクラブ運営に
邁進いたす所存でございます。皆様方のご指導、
ご協力を切にお願い申し上げます。

社会奉仕委員会委員長
松尾 安彦

職業奉仕委員会委員長
村田 有司

本年度も前菊田委員長の敷かれた路線をしっか
り引き継いでいきたいと考えております。会員の
皆様のご協力を仰ぎながら、出前授業、10分間卓
話を中心に活動していきます。
ご協力の程宜しくお願い致します。

国際奉仕委員会委員長
中道 均

石橋会長の命によりフィリピンのマニラ近郊の
奨学生の現状と今後の活動についての報告を主体
とした委員会とするべく努力し、会員の皆様への
理解を深めていただけるような報告といたします、
また多くの経験を持った会員の活動のありのまま
の報告が出来るよう頑張ります。

新世代奉仕・ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員会委員長
神田 隆司

私どものクラブの継続事業は、３救運動、薬物
乱用防止教室です。薬物乱用防止教室は保護司と
共同と言う事で、私は保護司をやっているので、
情報はすぐはいります。それは良かったかなと
思っております。
一番の問題は、地区委員会に参加して各クラブ
に東日本震災に対してどういう支援していきます
かと、問われていますが、クラブ個々にやっても
無駄な事など、ありますので、地区委員会が窓口
になり要請が無いことには,我々は動けません。
社会奉仕と致しましても何かやらなくてはなら
ないので、2回目の地区社会奉仕委員会は東北の
方で開催し、現状を見て話し合いし、どのように
してほしいか声を聞き、何か決まりましたら、皆
様ご協力をお願い致します。

昨年度に引き続き今年度も新世代奉仕ローターアク
ト委員長を仰せつかりました神田です。本年度は昨年
度にできなかった点を少しでも充実できるように頑張
りたいと思います。新世代奉仕では「守口市中学生ス
ピーチコンテスト」の支援を行い、ＤＶＤの作成並び
に優秀なスピーチの例会での紹介を予定しています。
ＲＡＣ関連では合同例会の開催やＲＡＣ例会への参
加並びに会員増強の手助けをお願いしたいと思います。
皆様のご指導とご協力をお願い申し上げます。

Ｓ.Ａ.Ａ
大野 智子

幹 事
川村 弘和

本年度、Ｓ.Ａ.Ａを仰せつかりました大野でご
ざいます。経験の浅い私にこの様な重要な例会
の司会という大役が務まりますか大変不安です。
失敗やご迷惑をお掛けすることが多々あると
思いますが、この一年明るく楽しい和やかな例
会、出席率を高める例会,且つ秩序正しい品位を
保つ例会を心がけ頑張って参りたいと存じます
ので会長始め皆様のご指導とご協力を賜ります
よう宜しくお願い申し上げます。

今年度幹事の大役を仰せつかりました川村で
す。石橋会長のもと微力ではございますが、
一生懸命努めさせていただきます。森本会計、
市橋副幹事と共に石橋年度の事業計画を推進し
会員皆様の活動が円滑に効果を上げられるよう、
幹事として皆様にかかわってまいります。
皆様のご指導、ご鞭撻、ご協力の程宜しく
お願い申し上げます。

◇◇◇委員会報告◇◇◇
親睦活動委員会

（田坂委員長）

○家庭集会（天神祭と花火見物）ご案内
日 時：7月25日（月）18：00～
場 所：パノラマレストランアサヒ
参加費：10,000円
○親睦活動委員会とロータリー情報委員会
の合同委員会開催のご案内
日 時：7月13日（水）13：30～
場 所：「事務局」
新世代奉仕・ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員会
（神田委員長）
・ローターアクトクラブ例会出席のお願い
・ＲＡＣの澤様が退会されました。

◇◇◇理事会だより◇◇◇
日
場
議

時：7月6日（水）14：30～
所：「飛鳥」出席：12名
題：2011～12年度上期請求書の件
・駒村忠一会員の件
・内藤光昭様入会の件

◇◇◇クラブ協議会だより◇◇◇
日 時：7月6日13：45～
場 所：「飛鳥」出席：19名
議 題：2011～12年度事業計画書の件

雛壇
深田
多田
西原
白井
中道
神田
博多
中島
佐治
石井
橋本
阪口
村田
篠﨑
三宅
田坂

一同
会員
会員
会員
会員

本年度一年宜しくお願いします。
石橋内閣のスタートを祝って。
石橋内閣の船出を祝して。
石橋年度の船出を祝して。
石橋年度のスタートをお祝いして。
（併せて例会欠席のお詫び）
会員 石橋丸の船出を祝して。
会員 石橋会長年度のスタートを祝って。
会員 前年度４役様御苦労様でした。
会員 今年度、石橋会長はじめ理事役員の
皆様方、御苦労様です。
会員 石橋新年度出陣を祝して。
会員 石橋年度のスタートを祝して。
会員 新年度のスタートを祝して。
会員 石橋丸の船出を祝して。
会員 今年一年お世話になります。
会員 石橋会長はじめ理事役員の皆様方
今年度御苦労様でございます。
会員 石橋会長よろしくお願いします。
会員 親睦活動委員会皆様今年一年間宜し
くご協力下さい。

7／6 結婚・誕生ニコニコBOX 80,000円

（今週の一冊） 『音律と音階の科学』 講談社ブルーバックス
ドレミの生い立ち。ピタゴラスに始まり現代に至る西洋音律音階、
日本ほか世界の音階について「技術屋」（プラズマ科学者）にして
ビブラフォン奏者でもある小方氏が生き生きと物語る。これを読ん
で残った疑問は、中島会員と米山奨学生キム・デファンさんに教え
ていただきましょう。
（他谷）

