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ロータリー財団月間
本日のピアノ演奏
クリスマスソング
2011年12月17 日
（第2468回）

2011年12月21日
（第2469回）

「クリスマス家族親睦会」

「ポリオＤＶＤ放映」

担当：親睦活動委員会

例会日
12月14日

出席

11月30日

36

33

欠席
10

いつも爽やかで元気なお二人です

坦当：ロータリー財団委員会

出 席 率
82.50％【会員44名】【内免除者4名】
メークアップ5名（87.80％）

前回例会（2467回）12/14の主な内容

◇◇◇ 委員会報告 ◇◇◇
親睦活動委員会
(田坂委員長)
クリスマス家族親睦会のご案内
○日 時：12月17日（土）18：00～
場 所：守口ロイヤルパインズホテル２Ｆ
【協賛金をお願いいたします】

◎ビジター紹介
山本 覺 様
（守口ＥＲＣ）

◇◇◇第1回新理事会だより◇◇◇
日時：12月14日(水)13：30～
場所：「事務局」出席「13名」
議題：篠﨑会長挨拶
・2012～2013年度理事役員紹介

◎幹事報告（川村幹事）

1、クリスマス家族親睦例会開催時間ご案内

12月17日（土）18：00～
2、12月21日(水)の例会はございます。
2011年12月28日(水)及び2012年1月4日(水)
例会は休会です。
3、事務局の年末、年始の休日は
2011年12月29日(木）～2012年1月4日（水）

石井
森本
石橋

会員 クリスマスシーズンの到来を喜んで。
会員 長い間欠席してご迷惑をおかけして
おります。
会員 年次総会でご協力有難うございます。

12／14 結婚・誕生ニコニコBOX 700,000円

【2011～12年度年次総会】
本日は年次総会でございます。恒例によりま
して議長は会長となっておりますが、ご賛同い
ただけますでしょうか？・・【拍手】石橋会長
議長として進行をお願い致します。

次年度役員
副会長 白井会員、幹事 神田会員
副幹事 廣瀬会員、会計 吉川会員
ＳＡＡ 市橋会員、副ＳＡＡ 岩代会員
ご賛同いただけますでしょうか？
【拍手】

【第2号議案
クラブ会計中間報告

森本会計】

2011年7月～11月の5か月分の中間報告をします。
（報告内容は会計報告プリントにて確認下さい）
皆様ご異議ございませんでしょうか？
【拍手】

議長

（石橋会長）

ご指名によりまして、年次総会の議長を務め
させていただきます。守口ＲＣ細則第4条第1節
の規定により、年次総会を開催いたします。総
会の定足数は同じく第4条第4節で会員総数の3
分の1となっております。現在会員44名、本日
の出席数33名となっておりますので、総会は成
立している事をご報告も仕上げます。本日の議
案は2つです。1号議案は、次々年度会長並びに
次年度理事役員を決定をしていただく事です。
選考委員長の石井会員よりご報告をしていただ
きます。

卓

話

「委員会中間報告」
社会奉仕委員会
松尾 安彦委員長

【第1号議案
石井選考委員長よりご報告】

1、2011年9月28日
卓話担当
「会社経営と自衛隊教育」
水谷行政書士事務所
水谷

「選考委員会の委員はパスト会長より、
秀志様
西原会員、大西会員、佐治会員、三浦俊会員、
私石井でございます。現理事より石橋会員、
2、2011年10月24日 薬物乱用防止教室
中道会員、私石井です。」
梶中学校・・全学年750名対象
啓発ビデオ「さらば哀しみのドラッグ」
次年度理事
講話とロールプレイ
次々年度会長 菊田会員、
守口地区保護司会 守口更生保護女性会
無任所理事の 石橋会員、中道会員、
守口ロータリークラブ7名
社会奉仕担当 村田会員、
国際奉仕担当 水谷会員、
3、2011年11月6日 第26回守口市民まつり参加
職業奉仕担当 三浦均会員、
2012年度 年間カレンダー 配布
新世代・ローターアクト担当 三宅会員
1100枚 午前中に完全配布
会員 16名参加

4、2011年11月20日
東北地方震災支援情報収集
守口門真商工会議所 常議員委員会
移動例会
仙台商工会議所 常務理事・事務局長
佐藤盛雄 氏と会う
5、 2011年12月8日 薬物乱用防止教室
庭窪中学校 1年生 280名対象
各教室で啓発ビデオ「マチコと大五郎
のＮＯ、ＳＭＯＫＩＮＧ」と講話
体育館にて講話とロールプレイ
守口地区保護司 守口更生保護女性会
守口ロータリークラブ8名

国際奉仕委員会
水谷

治人副委員長

Ｍ.Ｓ.Ｓ.事業は本年度が10年計画の6年目
となります。
過去5年の間に5名づつ、計25名の奨学生
を選定してまいりましたが、本年度からは
新規の奨学生は取らず、今後はこの25名の
子供達全員を卒業へ導くことに最大限の努
力を払ってまいります。
現在1年生から5年生の25名が全員元気に
通学しており、毎月のＭ.Ｓ.Ｓ.確認集会にも
親子で出席して様々な情報交換等を行って
います。

職業奉仕委員会
村田

有司委員長

○卓話 8月3日「宮城県報告」
5月中旬、地震、津波の被害の大きかった
宮城県女川町へ、本場大阪の味、あつ
あつのお好み焼き、タコ焼きを約2000食、
目の前で焼いて食べてもらいました。
その写真と現地報告。
○10月19日 「10分間卓話」
三宅会員 水谷会員 中道会員
○2012年2月15日 6月6日
「10分間卓話」とフォーラム
○2012年2月23日(木)・24日（金）の両日、
春日小学校、藤田小学校で行います。
講師：中島警子会員
内容：お琴と尺八

残念ながら昨年、家庭の事情（両親共に失
職し、生活苦のためアパートを売却して当
該地を離れることを余儀なくされた）に
よって2008－2009年度選出のShairaさんが
１年余でリタイアすることとなりましたが、
受け入れ校であるラクソン小学校の厚意に
より、代わりにスモーキーマウンテン本住
宅に隣接する129バランガイ（最小行政地
区）エリアの橋の下に住むTintinさんを選出
し、受け入れていただきました。
例年は3月に守口ＲＣのメンバーが現地に
赴き、新入生候補者の親子5組と面接及び家
庭訪問を行っておりましたが、本年度から
は新規の奨学生を選出いたしませんので、
新学期がスタートする6月直前に渡比し、ラ
ンドセル等の就学必需品を手渡ししながら
新学期へ向けてのエールを送ってまいりた
いと考えています。
本事業によって子供たちに基礎的教育を
受けられる機会を与え、特に読み書きと英
語力の向上を通じて初等教育過程を経るこ
とによって将来の彼らの雇用機会が増え、
それがやがて彼らの家族や彼らを取り巻く
コミュニティの生活の質の向上に寄与する
ことを願っています。

新世代・ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員会
神田

隆司委員長

７月３０日～８月１日少年少女ニコニコキャンプ
（舞洲スポーツアイランド）
９月３日 第１回ローターアクト正副委員長会議
（ＯＭＭビル２０３号室）
９月７日 ＲＡＣとの合同例会並びに合同懇親会
９月２４日 ローターアクト北ゾーン連絡協議会
（ガバナー事務所）
１０月８日 第１回新世代奉仕委員会正副委員長
会議 （大阪科学技術センター）
１０月８～１０日 秋のライラ
（大阪科学技術センター
・大阪府立少年自然の家）
１１月６日 守口市民まつりにＲＡＣはバザーを
実施
守口市中学生スピーチコンテストの
ＤＶＤを作成中
１２月７日 卓話「RACの活動並びに新世代奉仕
委員会の活動について」

クラブ奉仕委員会
菊田 芳委員長

クラブ奉仕委員会と致しましては、各担当委
員長のもと、以下の如く期初に立案したプロ
ジェクトに従って、粛々と事業展開をしており
ます。

●親睦活動委員会
（田坂委員長）
7/25（月）家庭集会 納涼花火観覧
（スカイレストラン アサヒ）
8/24（水）新会員に対するオリエンテーション
（講師：石橋会長）
9/21（水）新会員に対するオリエンテーション
（講師：石井会員）

10/22（土）３クラブ合同
懇親ゴルフコンペ
（枚方カントリー）
12/17（土）クリスマス家族親睦会
（守口ロイヤルパインズ
ホテル）

● 出席・プログラム委員会
（白井委員長）
①

例会での出席状況報告の機会に会員の
皆様への出席啓蒙を図り、また卓話につ
いては各担当委員長と日程・卓話者・内
容等々について事前に打合せを行い、齟
齬がないように努めている。

②

期間在籍表彰については、前年度基準
を踏襲することに委員会で決定。

●会員増強委員会
（吉川委員長）
過去２０年間の当クラブ会員数動向並び
に過去４年間の２６６０地区、Ｉ．Ｍ.第
３組の会員数の動向を調査し、また会員ご
との紹介実績を分析し例会において現況を
報告し、「守口ロータリークラブ入会案
内」「会員増強紹介票」等の勧誘ツールを
作成し、会員の皆様の協力をお願いしてお
りますが現在のところ実績はゼロでござい
ます。

●職業分類・会員選考委員会
（阪口委員長）
入会希望者がおられませんので現在のと
ころ出番がございませんでした。

●広報・雑誌委員会
（他谷委員長）
毎号会員の皆様に楽しんで読んで頂けるよ
う例会日の翌日から週末にかけて編集作業に
勤しみ、週明け早々には事務局にメール送信
し印刷してもらっている。
なお、ホームページに関しては不慣れな
こともあって、現在更新が滞っている状態で
すが早急に改善いたします。

