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2012年07月11日

（第2494回）

2012年07月18日

（第2495回）

前回例会（2493回）7/4の主な内容

石橋直前会長⇒篠﨑会長へ木槌の引継
川村直前幹事⇒神田幹事へ重要書類引継

◎ 幹事報告 （神田幹事）
1、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。
2、7月ＲＩレートは80円です。
3、例会後、記念写真撮影をします。
4、例会後、クラブ協議会と、理事会を開催

します。

◎篠﨑会長より記念品贈呈

石橋直前会長
菊田直前副会長 へ記念品のバッジ贈呈
川村直前幹事

◎地区より委嘱状
水谷 治人会員へ

財団奨学会・学友委員会委員を委嘱

1

例会日 出席 欠席

07月04日

06月20日
34
37

5 87.18％【会員41名】【内免除者2名】

出 席 率

メークアップ5名（94.87％）

本日のピアノ演奏

1、夏は来ぬ ２、TOP OF the World 3、昴

2012～2013年度
「新年度挨拶」
各委員長・委員長
坦当：会長・幹事

「１０分間卓話」
内藤光昭会員
廣瀬彰久会員

坦当：職業奉仕委員会

点鐘 第１回

一年間宜しくお願いします
広報雑誌・会報委員会



会 長 篠﨑 満伸

いよいよロータリーの新しい年度、2012～13年
度が始まりました。本年度、会長という大役を仰
せつかりました篠﨑でございます。先程、石橋直
前会長より木槌の引継をさせていただきました。
ずっしりと大変重いものを感じております。

これが、守口ＲＣの伝統の重みであり、責任の
重大さを痛感いたく、身の引き締まる思いであり
ます。

さて、今年度，ＲＩのテーマは“奉仕を通じて
平和を”2660地区は、「育くもう未来への力を―
飛躍―」がテーマです。これを踏まえ、守口ＲＣ

では今年度、次の基本方針を揚げ取り組んでまい
る所存であります。

①会員相互の親睦を一層深める ②地域社会に貢
献するロータリーを目指す ③公共的イメージア
ップと知名度の向上 ④会員増強 ⑤未来への夢
計画に検討

以上、５点を基本方針によりよい守口ロータリ
ークラブの維持発展に向け、理事、役員、各委員
長そして会員の皆様方と共に力を合わせ、連携を
密にし、専心、努力してまいる決意であります。

皆様方の温かいご指導とご協力をよろしくお願
い申し上げます。

無任所理事

石橋 高夫

今年度無任所理事を仰せつかりました石橋でござい
ます。

昨年度よりＲＩの規定改定で、直前会長は理事に
就任する事となりました。前年度の経験を踏まえ、
少しでも本年度の運営に尽力すべきである主旨かと
思います。微力ではございますが、任務を全うすべ
く努めさせていただきます。

昨年度、私の力不足で会員数が減少いたしました
。増強にも力を入れる事により、昨年度皆様に賜り
ました。ご協力に少しでも恩返しさせていただく所
存です。
本年度よろしくお願いいたします。

卓 話

《乾杯の音頭》・・・・石橋直前会長
篠﨑丸の輝かしい出航をお祝いし、また我々ロー
タリークラブの奉仕の理想がますます広がること
を、また会員の皆様のご健勝を心から祈念いたし
まして乾杯を致したいと思います。声高らかにご
唱和をお願いいたします。・・・・【乾 杯】

無任所理事

中道 均

この度、無任所理事を仰せつかりました。大役の
任で有りどれだけのことが出来るかわかりませんが、
皆様のご協力を得ながらこの一年を頑張って勤めた
いと思います。

会員の皆様のご協力と助言の程、よろしくお願い
致します。



クラブ奉仕委員長

白井 孝彦

この度副会長を仰せつかりました白井孝彦です。

篠﨑会長が、本年度の取り組み重点項目として掲げ
られております。 「会員相互の親睦」「地域社会
への貢献」「公共イメージの向上」等々５項目の推
進に向け、会長・幹事を補佐しながら、クラブ奉仕
担当として各委員会の活動が円滑に運営され、また
それぞれの情報をクラブ全体で共有できるような環
境づくりを進めてまいりたいと思います。

微力ではございますが頑張ってまいりますので、
皆様のご支援・ご協力をよろしくお願い申しあげま
す。

社会奉仕委員長

村田 有司

この度、社会奉仕委員会を仰せつかりました村田で
す。

ロータリー五大奉仕部門の一つを担当することに
、心の引き締まる思いです。当クラブの継続事業で
ある「薬物乱用防止教室」「三救運動」を中心に地
域に密着した活動を行って行きたいと思います。こ
の一年間皆様方のご指導ご協力の程宜しくお願い申
し上げます。

職業奉仕委員長

三浦 均

本年度職業奉仕委員長を拝命致しました三浦でご
ざいます。

拝命にあたり、職業奉仕の理念を改めて確認致し
ました。「ロータリーの心と実践」2012年改訂版に
よりますと、1927年ベルギーのオテンドの国際大会

でロータリーのクラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、
国際奉仕の考え方が決められました。

Vocational Service encourages Rotarians to
serve others through Their professions and
to practice high ethical standards

職業奉仕は、ロータリーアンがそれぞれの職業を

通じて他の人々に奉仕し、高い道徳的水準を保つ
ことを奨励します、と訳されています。
この職業を意味するvocation と言う言葉は

business jobなどの言葉に比べて神から授けられ

た天職、社会に貢献する職分といったニュアンス
の強い言葉です。 また、今年度ＲＩ会長田中作
次氏の提唱されるＲＩテーマ「Pease through
service」平和貢献の精神を踏まえ「ロータリアン

一人一人に平和について考えてほしい」との要請
を受けて、一年間職業奉仕活動を行って行く所存
でございます。 具体的には、10分間スピーチ、

出前授業、陸上自衛隊今津駐屯地見学、クラブフ
ォーラムを予定しております。
皆様、1年間ご指導ご鞭撻の程、よろしくお願

い申し上げます。

国際奉仕委員長

水谷 治人

本年もフィリピン・マニラのスラム街において
第7期目を迎える「守口ロータリークラブ・スモ
ーキーマウンテン・スカラーシップ(Ｍ.Ｓ.Ｓ.)」
事業を中心に、人道的支援活動を実施することを
通じて、世界理解、親善、平和を達成できるよう
尽くしてまいります。ご協力のほどよろしくお願
い申し上げます。

新世代奉仕

ローターアクト委員長

三宅 洋行

今年度、新世代奉仕・ローターアクト委員長を
仰せつかりました三宅と申します。

当クラブには下部組織として、守口ＲＡＣがご
ざいますが、現在人数が大変少なく存続の危機に
面しております。
しかしながら、ＲＡＣのメンバーは、何とかして

活動を続けていきたいと、強い意志を持っており
ます。親クラブでもある守口ＲＣとしては何とか
、通常の活動が出来るように手助けをしなければ
ならないと思っております。
どうか皆様のご協力をお願いします。



幹 事
神田 隆司

今年度、幹事を仰せつかりました神田でございま
す。経験の浅い私が、このような大役を拝命し、身
の引き締まる思いで一杯でございます。微力ではご
ざいますが、持てる力を出し切って、篠﨑会長の事
業計画を推進し、吉川会計・廣瀬副幹事とともに篠
﨑会長を支えて参る所存でございます。また、会員
皆様の活動が円滑に効果を上げていかれますよう幹
事として頑張って参ります。皆様のご指導ご鞭撻を
賜りますようお願い申し上げます。

Ｓ.Ａ.Ａ
市橋 智昭

本年度Ｓ.Ａ.Ａという大役を仰せつかりました市
橋です。直前Ｓ.Ａ.Ａとして大野会員が見事な進行

をされておられましたので、少しでも近づけるよう
、継承をさせていただき、岩代会員とともに、頑張
って参りたいと存じます。ひとつだけ昨年度と変え
ておりますのは、皆様の健康を大切に考えたいと！
言う想いの中で、例会の食事を当ホテルに、健康メ
ニューを取り入れていただくようお願いをしており
ます。皆様方の健康意識を少しでも上げていただき
、永くロータリアンとして、ご活躍いただければと
言う願いを込めておりますので、例会のひとつの楽
しみとしていただければ幸いでございます。

何も知らない、経験不足な私ですので、皆様方の
今まで以上のご支援・ご協力と、時にはやさしく叱
咤激励を賜りますよう、一年間どうぞよろしくお願
い申し上げます。

雛壇 一同 一年間よろしくお願いします。
深田 会員 篠﨑内閣のスタートを祝って。
西原 会員 篠﨑年度の出帆を祝して。
中道 会員 篠﨑年度の船出を祝して！
菊田 会員 篠﨑丸の出帆を祝して。
石橋 会員 篠﨑丸の出帆を喜んで。
横尾 会員 新体制の発足を祝って。
石井 会員 篠﨑年度のスタートを祝って。
菅野 会員 篠﨑執行部発足を喜んで。
多田 会員 篠﨑丸のスタートを祝って。
三浦俊会員 篠﨑新会長の出帆です。ユックリ、

シッカリ船出を祝います。
橋本 会員 新年度発足おめでとうございます。
田坂 会員 本年度も宜しくお願いします。
廣瀬 会員 今年一年親睦活動委員会宜しくお

願いいたします。
川村 会員 篠﨑年度のスタートを祝して。

神田幹事頑張って下さい。
他谷 会員 長期欠席お詫びします。 石橋丸

着岸と篠﨑丸出帆を祝して。

７／4 誕生・ニコニコBOX 73,000円

◇◇◇委員会報告◇◇◇
親睦活動委員会 （廣瀬委員長）
家庭（情報）集会のご案内
日 時：7月25日(水)18：30～
場 所：パノラマレストランアサヒ
参加費：12,000円

◇◇◇第1回クラブ協議会だより◇◇◇
日時：7月4日(水)13：40～
場所：「飛鳥」出席22名
議題：事業計画書について

◇◇◇第1回理事会だより◇◇◇
日程：7月4日（水）14：30～
場所：「飛鳥」出席12名
議題： 今年度会費について

・寺方提灯踊り協賛金について
・皆勤賞について
・ＲＡＣの事務局使用の件


