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2012年07月04 日

（第2493回）

2012年07月11日

（第2494回）

前回例会（2492回）6／27の主な内容

06月27日 71.79％【会員42名】【内免除者5名】

例会日

06月13日

出席 欠席

メークアップ3名（89.74％）

本日のピアノ演奏

1、たなばた ２、イパネマの娘 3、花 （沖縄）

出 席 率

46

2012～2013年度

「 新 年 度 挨 拶 」
理事・役員

坦当：会長・幹事

27

2012～2013年度

「 新 年 度 挨 拶 」
各委員会・委員長
坦当：会長・幹事

◎ゲスト紹介
松本 誠也様
（守口ＲＡＣ会長）

遠島 光顕様
（守口ＲＡＣ会長エレクト）

（松本会長と遠島会長エレクトの挨拶）

◎大西 弘会員退会ご挨拶
【皆さん今日は、40歳の時にクラブに入会し36

年になりますが、最近耳が聞こえにくくなりまし
て、退会させていただきたいと思います。理事会
に図って頂き了解をえましたので今日を持って退
会をしたいと思います。有難うございました。】

◎幹事報告 幹事 川村 弘和
1、次週７月４日年初例会は12時20分～開会しま
す。
2、年初例会後記念写真撮影となっております。
3、大西 弘会員は今期で退会されます。

一年間ご愛読
有難うございました

広報雑誌・会報委員会

10

32

◇◇◇委員会だより◇◇◇
次年度職業奉仕委員会
日程：6月27日（水）11：30～
場所：「事務局」出席7名
議題：委員会事業計画

・出前授業
・陸上自衛隊今津駐屯地見学
・クラブフォーラムの件

◇◇◇新理事会だより◇◇◇
日程：6月27日（水）13：40～
場所：「事務局」出席12名
議題：今津駐屯地見学について

・世界平和フォーラム支援について
・集合記念写真について
・事業計画(案)予算表（案）について

大西会員、
ありがとうございました



卓 話

会 長 石橋 高夫

任期を終了するに当りご挨拶申し上げます。菊田
副会長、川村幹事、大野ＳＡＡはじめ理事役員の
方々そして会員の皆様の温かいご支援をいただき、
会の名を汚す事なく任期を終えさせていただいた事
誠にありがたく心からお礼申し上げます。本年度Ｒ
Ｉの「心の中を見つめよう博愛をひろげるために」
という高邁なテーマのもと「家族」「継続」「変
化」を強調事項としてスタートいたしました。この
事は一年間を通じた多岐にわたる奉仕活動を通じて
概ね達成されたのではないかと思います。クリスマ
ス家族親睦会や新春例会、親睦旅行への多数のご参
加、薬物乱用防止教室の拡大、出前授業の充実、そ
して国際奉仕活動復活への新たな息吹き等にそのあ
らわれがあります。又奈良県五條市の台風被災地へ
の支援と合せ東北大震災の支援策として岩手県大槌
町の震災孤児に対する長期に亘る台湾を含む複数ク
ラブによる奨学金制度への参加も始まりました。し
かし本年度西口会員、熊澤会員、阪口会員が、そし
てチャーターメンバであった駒村会員もご逝去され
ました。痛恨の極みです。前年度多数の方に入会い
ただき、地区大会で表彰を受けたにもかかわらず、
会員の減少をまねいてしまいました。日常活動で精
一杯で積極的なクラブ運営ができなかった能力不足
を痛感いたしております。次年度以降の増強を希求
し退任のご挨拶といたします。ありがとうございま
した。

無任所理事 佐治信隆

2011年度石橋会長のもとで無任所理事をさせて頂

きましたが、何一つお役に立つこともせず年度末に
なりました。石橋会長は皆勤出席を努められ、川村
幹事とのコンビが打てば響くの如くを感じさせる流
れでした。会長の時間は日に追うが如く、多岐に
亘って薀蓄（うんちく）のあるお話で非常に楽しみ
にでした。川村幹事の駄洒落俳句か川柳も幹事の人
間性を見せてもらい再発見させて頂きました。又、
会長を支える副会長として、菊田会員のまるで信濃
川のように大きく蛇行しながらどどめをしらぬ鼎談
（ていだん）も大変楽しく結構でした。Ｓ.Ａ.Ａの

大野会員も年初の頃はガチガチに緊張しておられま
したが、最近ではアナウンサーさながらの進行で会
場の雰囲気を和ませて頂きました。ひな壇の連携は
見事に一体となってこの一年楽しい例会でした。禅
家では「超仏越祖（ちょうぶつおっそ」という言葉
があります仏蛇の教えを超越して自分の師匠を無視
しろというのではありません。そうゆう方々から学
んだ事に止まらず、そこから新しい自分を作って行
け、と言うことです。入会年度の浅い会員の方々も
積極的に出席して早く仲間を構築して新しい風を
創って頂きたいとおもいます。



無任所理事 橋本泰明

今年一年間石橋会長の元で無任所理事として努め
させていただきました。会員の皆様や理事会メン
バーの皆様のお陰で大過なく過ごさせていただきま
した。任期満了前に縁あって３０年以上続く、姉妹
クラブのフィリピンバコロドローターリークラブを
訪問させていただき、旧交を暖めたのが良い思い出
となりました。来年度以降も守口ロータリークラブ
がますます活躍するとこを祈念して退任の挨拶とさ
せて頂きます。

クラブ奉仕委員長 菊田 芳

石橋会長のもと大したこともせず大過なくこの一
年を過ごさせていただき、何とかその任を全うする
ことが出来ましたのも皆様のお蔭だと感謝の念で一
杯です。心からお礼を申し上げます。また、クラブ
奉仕各部門をご担当いただきました各委員長並びに
委員の皆様にも心からお礼を申し上げます。

この一年有難うございました。

社会奉仕委員長 松尾安彦

今年度の社会奉仕委員会、この一年間は継続事業
としての守口地区保護司会様との連携で中学校の生
徒達を対象に薬物乱用防止教室を累計で９回開催し
ました。守口市教育委員会は、この事を評価して頂
いて、今年から守口市内の全中学校で、薬物に関し
ての授業を行う事を義務ずけたと聞いております。
「継続は力なり」とのことわざが有りますが、続け
て来て良かったと感じております。また、五條市の
台風被害支援のきっかけで、五條ロータリークラブ
との親交を深めました。

この一年間ご協力有難うございました。

職業奉仕委員長 村田 有司

皆様方のご協力・お力添えを得まして、無事職業
奉仕委員長の活動を終える事が出来ました。心より
感謝申し上げます。10分間卓話、出前授業を中心に

活動しましたが、出前授業では中島会員には物心両
面に亘り大変お世話になり有難うございました。

国際奉仕委員長 委員長 中道 均

石橋会長年度の国際奉仕委員会委員長をさせて頂
きましたが成果らしきものが無かったように思いま
す、会長さん始め三役さんの活躍と国際奉仕委員会
では水谷会員と吉川会員（マニラ トンド地区の奨
学生も6年目）の絶大なる協力の下に何とかこなせ

たように思います、そして今回はバコロドロータ
リークラブの創立75周年記念式典に参加し新たなる

ジョイントの企画の話が生まれ、次年度の委員長さ
んにバコロドロータリークラブとの企画が前進しま
す様お願いして退任の挨拶といたします。国際奉仕
委員会に対しまして多くの会員様の協力に感謝いた
します。



新世代奉仕ローターアクト委員長
神田 隆司

昨年度に引き続き今年度も新世代奉仕ＲＡＣ委員
長を努めさせていただきましたが、会員の皆様のお
力添えを賜りまして、本日その任を全うすることが
できました。深く感謝申し上げます。また、クラブ
フォーラムを開催し、今後のＲＡＣの活動並びに新
世代奉仕委員会の活動について、皆様から貴重なご
意見・ご提案をいただきましたことは大変有意義で
あったと思います。この１年間当委員会にご支援と
ご協力を賜り、誠に有難うございました。厚くお礼
申し上げます。

幹 事
川村 弘和

未熟な私が幹事とゆう大役を勤まるか不安のス
タートでしたが、心配している暇も無く、この１年
がものすごく早く感じ、終わろうとしています。

石橋会長はじめ役員、各委員長、会員の皆様、事務
局の小原、神保様に随分助けられ役目を全うするこ
とが出来ました。改めて感謝申し上げます。

私としては、ロータリーの全ての事柄の気づきや
学び、新たな発見も有り、ロータリーの一員として
成長させて頂きましたし、この１年間初めて１０
０％出席したことで自分を褒めてやりたいと思いま
す。

これからも一層精進して参りたいと思っています。
今後共ご指導下さい。ありがとうございました。

Ｓ.Ａ.Ａ
大野 智子

石橋会長の元で経験の浅い私がＳ.Ａ.Ａの大役を

仰せつかりまして不安一杯のスタートでした。 失
敗も多々あり、皆様に大変ご迷惑をお掛けしながら
の一年でございました。

これも会長始め役員の皆様、並びに会員の皆様、
そして事務局の皆様のご協力のお蔭でＳ.Ａ.Ａの役
割を果たせる事に大変感謝しております。

又、ロータリークラブにとって例会が如何に大切で
あることを理解いたしました。

ニコニコ箱も皆様の心温かいご協力のお蔭で目標
以上を達成することが出来ました。重ねて御礼申し
上げます。この一年皆様のご協力・ご支援を賜りま
して誠に有難うございました。

石橋 会員 本年度大変お世話になりました。
菊田 会員 お蔭様で副会長を（恙なく)全うするこ

とが出来ました。皆様のご協力の賜物
と感謝します。

川村 会員 この一年有難うございました。皆様の
ご協力やご指導のおかげで任務を全う
することができました。

大西 会員 長い間お世話になりました。
横尾 会員 会長様、役員様一年間ご苦労様でした。
深田 会員 石橋会長並びにスタッフ皆様、無事年

度終了、ご苦労さんでした。
田中 会員 ご無沙汰しておりました。石橋丸の無

事の着岸を祝して。
菅野 会員 石橋執行部の皆様ご苦労様でした。
辻村 会員 本年度、最終例会欠席のお詫び。
神田 会員 新世代奉仕・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。
多田 会員 石橋内閣の皆様1年間ご苦労様でした。
中道 会員 元会員の中園さんが、ミクロネシアへ

医療活動で行かれます。皆さんによろ
しくとの事です。
石橋会長はじめ役員の皆さんご苦労様
でした。

佐治 会員 最終例会欠席のお詫び。雛壇の皆さん
一年間ご苦労様でした。

橋本 会員 １年間有難うございました。
石井 会員 石橋年度役員の皆様お疲れ様でした。
石山 会員 石橋会長はじめ理事・役員の皆様ご苦

労様でした。
篠﨑 会員 石橋会長はじめ理事役員、各委員長の

皆さん、一年間大変ご苦労様でした。
大野 会員 皆様一年間大変お世話になり有難うご

ざいました。ニコニコ箱も目標以上の
ご協力を頂きまして御礼申し上げます。

６／27 誕生・ニコニコBOX 1,564,000円


