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例会日 出席 欠席

06月26日

06月12日
67.50％【会員42名】【内免除者2名】

出 席 率

メークアップ3名（ 75.61 ％ ）

2013～2014年度

「 新 年 度 挨 拶 」
理事・役員

坦当：会長・幹事

親 睦 月 間

本日のピアノ演奏

1、たなばた 2、さとうきび畑 ３、Sing Sing

2013～2014年度
「 新 年 度 挨 拶 」

各委員会・委員長

坦当：会長・幹事
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卓 話

会長 篠﨑 満伸

『退任挨拶』

今年度、会長と云う大役を担い、その責任の重さ
で、常に身の引き締まる思いで、過ごした一年であ
りました。

お蔭様で大過なく終えることができました。これ
もひとえに、役員、理事はじめ各委員長、会員の皆
様方の温かいご支援、ご協力の賜ものでありまして、
衷心より感謝とお礼を申し上げます。

さて、本年度、ＲＩ国際ロータリーのテーマは
「奉仕を通じて平和を」でありました。

そこで当クラブはこのことを踏まえ、①会員相互
の親睦を一層深める ②地域社会に貢献するクラブ
をめざす ③公共的イメージアップと認知度の向上
④会員増強に努める ⑤ＦＶＰ未来の夢計画の実現
に努力、以上五点を本年度取組みの基本方針として、
会員相互の友情ときずなを深めながら、守口ロータ
リークラブの更なる飛躍を目指し、クラブ運営と奉
仕活動を精力的に展開してまいりました。

白井副会長はじめ神田幹事、市橋Ｓ.Ａ.Ａ、理事

役員、各委員長として会員各位のご支援のお蔭で、
初期の目標を達成することができました。重ねて感
謝とお礼申し上げ、退任の挨拶といたします。有難
うございました。（完）

篠崎会長、お疲れさまでした。



直前会長理事 石橋 高夫

直前会長理事をつとめさせていただきました
石橋です。前年度から直前会長が無任所理事に
就任するようＲＩの規定が変更され、自動的に
そのポジションを努めさせていただく事となり
ました。

おそらく前年度の会長としての経験を踏まえ
て、建設的なアドバイスや、有意義な提案が出
来るであろうとの期待からの措置であったかと
思われますが充分にその任を全う出来たか心も
とない思いです。会長はじめ執行部の皆様ご苦
労様でした。

無任所理事 中道 均

篠崎年度の無任所理事を無事に務めさせて頂
き有り難うございました。

特に大きな問題もなく一年間を過ごさせてい
ただき会長初め各委員会の長の皆様に感謝いた
します。無任所理事の役に対して皆さんのお役
に立ったのか、は定かではありますがただ大き
な問題もなくクラブ内が進行し安堵いたしてお
ります、お世話になりました。

次年度もクラブのため会員の皆様のご協力を
お願いしまして挨拶とさせていただきます。

クラブ奉仕委員長（副会長）白井 孝彦

篠崎会長の方針のもと クラブ奉仕担当とし
て、各委員長をはじめ委員の皆様のご協力を得
て、例会の充実・地域に根ざした奉仕活動等々
に取り組んで参りました。

会員増強・クラブの活性化等未だ充分な成果
を得るまでには至りませんでしたが、会員の皆
様のご支援のお陰で、何とか大過なく勤めさせ
ていただけました。皆様のお力添えに心より御
礼申し上げます。

社会奉仕委員長 村田 有司

この一年間篠﨑会長の元で社会奉仕委員会の
活動を努めさせていただきました。

色々な活動の中でも、守口市内の中学校対象
の「薬物乱用防止教室」では、守口地区保護司
会様や守口地区更生保護女性会様としっかり連
携がとれ、素晴らしい継続事業となっておりま
す。

会長はじめ役員、委員の皆様、そして写真な

どでは菊田会員、中道会員には大変お世話にな
りました。有難うございました。



新世代・ローターアクト委員長

三宅 洋行

新世代奉仕ローターアクト委員長の三宅です。

今年度はローターアクト会員の増強という事を
第一に考えて活動して参りました。

会員の熱心な勧誘活動の成果があり、今年度
は会員数４名から８名へと倍の人数に増やす事
に成功致しました。

また、来期に海外交換留学生を守口で受け入
れる事になりましたので、今年は
受入体制の準備を進めて参りました。

会員の皆様にはご協力頂きまして本当にあり
がとうございました。

職業奉仕委員長 三浦 均

職業奉仕委員長拝命、以来、ロータリーの職業
奉仕の理念を念頭に置き，ＲＩテーマ

「Ｐｅａｓｅ Ｔｈｒｏｕｇｈ Ｓｅｒｖｉｃｅ」を
踏まえて活動して参りました。

職場見学としては、陸上自衛隊今津駐屯地見学
並びに創立60周年記念祝賀会に参加して来ました。

10分卓話、クラブフォーラム「私の職業倫理感
とその実践について」、出前授業(中島警子会員

と桐絃社社中の皆様による「お箏の話と演奏及び
演奏の実体験」を橋波小学校、八雲東小学校）に
て行いました。

また、卓話の講師として、国際ロータリー第
2680地区パストガバナー深川純一氏をお招きし、

「職業奉仕の原理とその実践」についてお話頂き
ました。

この一年間皆様方のご協力、お力添え有難うご
ざいました。

国際奉仕委員長 水谷 治人

マニラのスラムで展開する奨学金贈呈事業で
は第1期生が小学校を卒業するという、記念すべ
き年となりました。残り20人の子供達全員の卒
業を目指し、引き続き努力を重ねてまいります。
大槌町での東日本大震災人道的支援は3年計画

の2年目を終了、バゴロドRCからの事業協力依

頼については、事業実施確認後に速やかに協力
金をお渡しすることを理事会決定、検討中の
FVP事業についてはその実現性を精査し、目処

がつき次第、事業計画を立案、実行へと進めて
まいります。

1年間ありがとうございました。

会 計 吉川 巧一

一年間、会計と云う重責を担いながら、力不
足で皆様にご迷惑をおかけしたことを、深く反
省しています。会計システムにつきましては、
前会計の森本会員が昨年度より新たなフォー
マットを導入して頂き大変円滑になりました。

しかしながら会計については、まだまだ改善
すべきところがあるようです。その問題点の一
つが、会計内容を事務局にゆだねる部分が多い
事ではないでしょうか。

もちろん事務局はそれがお仕事であるので、
現在していただいている事には問題はないと思
います。ただもう少し会員がすべきことを会員
（会計や正副会長か？）が関わるべきではない
でしょうか。そうしなければ、問題点すら見え
てきません。



深田 会員 篠﨑会長並びにスタッフの皆様方、１年間
ご苦労さんでした。

菊田 会員 篠﨑会長、この一年間お疲れ様でした。次
年度は会長のご意志（遺志ではありません
よ）をしっかり引継いで頑張りますのでご
安心下さい。

白井 会員 1年間、皆様には大変お世話になりました。
何とか副会長を勤めさせていただき有難う
ございました。次々年度もよろしく。

神田 会員 1年間ご協力頂き有難うございました。皆様
の温かいご支援に感謝。

横尾 会員 会長、理事、役員の方々御苦労様でした。
石井 会員 篠﨑会長年度の理事、役員等の皆様には

色々とお世話になりました。
篠﨑 会員 1年間に亘る皆様方のご支援、ご協力に対し、

心から感謝とお礼を申し上げます。
佐治 会員 雛壇の皆さん１年間御苦労様でした。
石橋 会員 篠﨑会長はじめ執行部の皆様ご苦労様でし

た。
石山 会員 今期最終例会欠席すみません。「クラブ研

修」ご協力感謝致します。
川村 会員 長期欠席のお詫び。
内藤 会員 役員の皆様、一年間大変ご苦労様でした。
菅野 会員 例会欠席のお詫び。
水谷 会員 篠﨑会長はじめ雛壇の皆様一年間有難うご

ざいました。
市橋 会員 Ｓ.Ａ.Ａとして、致命的な滑舌の悪さでお聴

きぐるしかったこと、本当に、申訳ござい
ませんでした。一年間有難うございました。

廣瀬 会員 会長はじめ皆様にお世話になりました。有
難うございました。

6／26 誕生・ニコニコBOX 1,308,500円

Ｓ.Ａ.Ａ 市橋 智昭

篠崎会長・白井副会長・神田幹事、事務局の

小原、神保さん、「何も知らない、何もできな
い」私を、毎回、例会前日に、時間を掛け一つひ
とつ丁寧に、ご指導・ご指示いただき、誠にあり
がとうございました。しかしながら、いざ当日に
なると、様々な不手際をしてしまい、居心地の悪
い、ハラハラドキドキの『ひな壇』『事務局席』
となりましたこと、本当に申し訳ございませんで
した。

全会員の皆様の例会・ニコニコ箱への多大なる
ご支援ご協力、時には叱咤激励をいただいたお蔭
で、S.A.Aという大役を全うすることができまし
た。改めて感謝申しあげます。守口RCには、い

いお手本となる諸先輩方が身近にこんなにたくさ
んおられます。ちょっとでも近づけるよう日々精
進して参りたいと存じます。１年間、本当にあり
がとうございました。

幹 事 神田 隆司

経験の浅い私に幹事という大役が務まるかどう
か大変不安なスタートでしたが、篠﨑会長をはじ
め理事役員の皆様、会員の皆様、事務局の小原・
神保様のご協力とお力添えを得まして、何とか職
務を遂行することができました。皆様の温かいご
支援に厚くお礼申し上げます。

この１年間忙しく緊張の連続でしたが、私にと
って大変有意義な経験をさせて頂き、ロータリー
クラブに対する理解を少しは深められたかなと思
っております。また、内から外から守口ロータリ
ークラブを見る機会に恵まれ、当クラブの素晴ら
しさを再認識することができました。これからも
当クラブの一員であることに誇りをもって活動し
ていこうと思っております。
ありがとうございました。

◇◇◇委員会報告◇◇◇
●出席・プログラム委員会 （大野委員長）

2012～13年度、出席100％皆出席者は、
市橋会員、水谷会員です。

◎幹事報告 神田 隆司
１．大阪北ロータリークラブ創立60周年記念誌が

届いておりますので、回覧させていただきます。
2．次週7月3日年初例会は、12時20分より開催させ

ていただきます。
3．年初例会終了後、記念写真撮影となっております。
4．薬物乱用防止教室のご案内

日時：7月2日（火）
13：55～

場所：守口市立庭窪中学校

広報雑誌・会報委員会からのご挨拶
１年間、原稿、事業の記事・写真のご提供、写真撮影

など、たくさんのご協力をいただきまして、お陰をもち
ましてなんとか・・・本当にありがとうございました。


