
2012~13・RIテーマ

2012年12月19日

（第2515回）

2012年12月22日

（第2516回）

前回例会（2514回）12/12の主な内容
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例会日 出席 欠席

12月12日

11月28日
82.93％【会員43名】【内免除者2名】

出 席 率

メークアップ5名（82.50％）

「守口ローターアクト活動報告」
守口ローターアクトクラブ

幹事 松本 誠也様
坦当：新世代・ローターアクト委員会

家 族 月 間

34 17

33

本日のピアノ演奏

１、白い恋人達 ２、岬めぐり ３、よろこびのうた

◎お誕生日お祝い
石山 芳和会員、市橋 智昭会員
内藤 光昭会員

◎幹事報告 幹事 神田 隆司
1、12月ロータリーレートは1＄＝80円です。
2、守口更生保護女性会の会報誌をメールBOXに
配布しています。

京阪百貨店でのお茶会、お抹茶券の購入をお
願いいたします。

3、2013年1月26日（土）
2660地区第3組Ｉ..Ｍ出欠表の提出をお願いします。

「クリスマス家族親睦会 」

坦当：親睦活動委員会

◇◇◇委員会だより◇◇◇
親睦活動委員会
日時：12月12日(水)11：30～
場所：「事務局」出席：10名
議題：クリスマス家族親睦会プログラム

・役割分担

◇◇◇理事会だより◇◇◇
日時：12月12日(水)13：30～
場所：「事務局」出席：１2名
議題：地区委員選出の件

・新春例会の件
・事務局年末年始休日の件
・バコロドロータリークラブより依頼の件

◇◇◇委員会報告◇◇◇

親睦活動委員会 （廣瀬委員長）
クリスマス家族親睦会ご参加のお願い
日時：2012年12月22日18：00～
場所：ホテル・アゴーラ大阪守口2Ｆ

ロータリーソング斉唱



石井 会員 クリスマス会に向けて親睦活動委員
会の皆様色々とお世話様です。

篠﨑 会員 次々年度会長並びに次年度理事役員
の方々の決定を祝福し、ご活躍を
祈念します。

菊田 会員 一寸嬉しい事がありました。
内藤 会員 誕生祝い有難うございます。
中道 会員 長期、欠席のお詫び。

12／12 誕生・ニコニコBOX 548,000円

先程、恒例の年次総会で、提案させていただきま
したすべての議案、ご承認、ご決定賜り有難うござ
いました。
とくに1号議案では、次々年度会長、次年度理事

役員の方々、ご決定いただきましたことは誠にご同
慶に堪えません。

菊田エレクトにおかれましては、早速、新理事会
立ち上げられ、来年7月のスタートに向けて、準備

に取りかかられるわけでありまして、そのご活躍を
心からご期待申し上げるものでございます。

ところで、先日の地区大会には、年の瀬何かとご
多端の中、二日間にわたって、多数のご出席を賜り、
誠に有難うございました。当日は移動例会となって
おりまして、26名の会員の皆様方のご出席をいた
だいき、出席率は、60.40％でありました。

多くの皆様方のご出席を賜り、当クラブとして、
本会議でのクラブ紹介、盛会裏にうけることができ
ましたこと、誠に喜びに堪えません。衷心よりお礼
申し上げ会長の時間を終わります。

◎会長の時間 （会長 篠﨑 満伸）
2012～2013年度年次総会

議 長 （篠﨑会長）
只今から、年次総会を、クラブ細則第4条第1

節の規定に基づき、開会させていただきます。
総会の成立要件は、会員総数の3分の1以上の出席
が必要であります。本日の例会出席人数は、34名
の出席があり、現在の会員数は、43名ですので、

定足数を充たしており、総会は成立いたしており
ます。

本日の議題につきましては、去る11月28日書面

によりまして、お手元に二つの議案をお送りさせ
ていただいております。 それに従いまして、順
次議事を進めさせていただきます。まず始めに第1
号議案、次々ロータリー年度会長並びに次ロータ
リー年度理事役員の決定に関わる件ですが、選考
委員会の三浦選考委員長よりご報告をしていただ
きます。

第1号議案 三浦俊造選考委員長よりご報告
選考委員は、パスト会長より石井会員、佐治

会員、宮内会員、橋本会員、三浦俊です。理事
より石橋会員、中道会員の７名です。

ご案内の答申書の通り、理事、役員をご報告
いたします。

次々年度会長 白井会員

次年度理事
無任所理事 石橋会員 篠﨑会員
社会奉仕担当理事 石山会員
国際奉仕担当理事 水谷会員
職業奉仕担当理事 辻村会員
新世代・ローターアクト担当理事 三宅会員

次年度役員
副会長 川村会員
幹 事 正木会員
副幹事 市橋会員
会計 内藤会員
Ｓ.Ａ.Ａ 廣瀬会員
副Ｓ.Ａ.Ａ 博多会員

議 長 （篠﨑会長）
三浦選考委員長よりご報告がありました。
ご異議がないようでしたら拍手でもって

ご賛同いただきたいと思います。・・(拍手)

第２号議案 吉川会計よりご報告
2012～2013年度中間決算報告書は、本日配布

いたしておりますのでご覧ください。

議 長 （篠﨑会長）
皆様、ご異議がないようでしたら拍手でご承

認いただきたいと思います。・・（拍手）
有難うございました。



卓 話

社会奉仕委員会（村田委員長）

「五大奉仕委員会中間報告」
各奉仕委員長

この前半6か月間は、職業奉仕の理念に確認し
つつ、今年度のＲＩテーマ
「Peace Through Service」

（奉仕を通じて平和を）
を念頭におき、活動しております。

（～右上に続く～）

○ 2012年7月14日（土）
クラブ社会奉仕委員長会議
場所：大阪YMCA会館

○ 2012年9月26日(水) 卓話担当
「わかりやすいロータリー」
研修リーダー 石山 芳和会員

○ 2012年7月5日（木）薬物乱用防止教室
守口市立第3中学校 1年生対象

○ 2012年10月1日～2013年3月31日
無事故・無違反チャレンジコンテスト参加

○ 2012年11月4日（日） 守口市民まつり参加
市民の皆さんにカレンダー配布

○ 2012年12月11日（火）薬物乱用防止教室
守口市立第2中学校 全学年対象

職業奉仕委員会（三浦均委員長）

国際奉仕委員会（水谷委員長）

本年度で7年目を迎えるフィリピン国マニラ

の貧困地区での国際奉仕活動ですが、本年度
は奨学生へのスカラーシップ事業を始めて6年、
最初にサポートした5人の子供達が提携先であ
るラクソン小学校を卒業します。

本年度は2013年5月9日（木）～12日（日）

の予定で渡比して彼らの卒業を祝福すると共
に、ウリンガン地区の公害問題をはじめとす
る地域のさまざまな諸問題について人道的支
援の可能性を探ってまいります。また、本年
度は私の子供2人を現地活動でのサポート役と

して、また、自己研鑽の一助となる学びの機
会として同行させる予定です。

守口クラブ会員、並びに会員のご子息で参
加を希望される方、世界中どのツアー会社で
も組むことの出来ない貴重な場所、貴重な体
験が出来ますので是非ご参加下さい。

（～左下からの続き～）

事業活動
○ 2012年7月18日 10分間卓話

内藤 光昭会員による
「節電への取組み」

廣瀬 彰久会員による
「介護保険のことについて」

○ 2012年9月8日 第1回クラブ職業奉仕委員長
会議出席

場所：大阪科学技術センター
○ 2012年9月9日 職場見学

「陸上自衛隊今津駐屯地見学及び戦車の
試乗」
国家の平和と安全を享受している国民と

して自衛隊の職業奉仕を学びに行きました。
○ 2012年10月17日 職業倫理についての

フォーラム
「無私の奉仕と超我の奉仕」

現在は実業倫理思想がロータリー本流の思想



各担当委員会は当初の事業計画の推進・達成
に向け 鋭意取り組み中。

親睦活動委員会（広瀬委員長）

○７／２５ アサヒパノラマレストランで
の天神祭り家族親睦会

○１０／１３ ３クラブ合同コンペ
○１１／１７ なばなの里へのイルミネー

ション観賞家族親睦会
○１２／２２ クリスマス家族親睦会

実施予定
ロータリー情報委員会（田坂委員長）

親睦活動委員会と連携し 家族親睦会等を
開催２名の新会員に対するオリエンテーショ
ンの実施

出席プログラム委員会（大野委員長）
月初例会日を「全員出席例会」と位置づ

け・本年度新たに例会出席皆勤賞の設定等々
により 出席率の向上を図る。

会員増強委員会（橋本委員長）
会員増強 特に若い会員の増強を目指し

○ ８／２９ 増強への取り組みの
クラブフォーラムを実施

○ １０／３ 井上会員
１１／７ 岡本会員 ２名の増強達成

職業分類・会員選考委員会（松尾委員長）
上記２名の新会員の選考並びに職業分類の

新設（ファイナンシャルプランニング、酒精
飲料販売）

広報雑誌・会報委員会（他谷委員長）
２年続けて担当戴き、より読みやすい会報

への改良・ホームページの改善・効率化等に
取り組み中

クラブ奉仕委員会（白井委員長）

新世代奉仕委員の活動といたしまして、来年
７月から行われる交換留学生の受入準備をしな
くてはなりません。

当然、海外から来られる留学生を受け入れな
ければなりませんので、受入れ可能な条件の方
はホストファミリーへの参加をお願い致します。

また、ローターアクトクラブも少人数ながら
も、しっかりと活動をしております。その成果
の表れとしまして「チェンジメーカー賞」を受
賞致しました。

今後もローターアクトクラブの活動を活性化
する為には会員の皆様のお力が必要となります
ので、どうかよろしくお願い致します。

新世代・ﾛｰﾀｱｸﾄ委員会（三宅委員長）

－－－－－－－－－－－－－－－－－


