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前回例会（2540回）7/3の主な内容

1

2013～2014年度
「 新 年 度 挨 拶 」

各委員会・委員長
坦当：会長・幹事

1、琵琶湖周航の歌 2、キサス・キサス ３、いつでも夢を

2013～2014年度 年初例会

篠﨑直前会長⇒菊田会長へ木槌の引継
神田直前幹事⇒正木幹事へ重要書類の引継

◎菊田会長より記念品贈呈
篠﨑直前会長：白井直前副会長：神田直前幹事

◎国際ロータリー2660地区より委嘱状
井上 智裕会員へ

（地区ローターアクト委員）

◎前年度出席100％皆出席賞表彰
（大野出席・プログラム前委員長）
市橋 智昭会員：水谷 治人会員

3507月03日

06月19日

例会日 出席 欠席 出席率

87.50%【会員42名】

メークアップ3名 （85.00％）

7（内免除者
２名）

31（内免除者
２名）

「 調整中 」

坦当：親睦活動委員会

◎《乾杯の音頭》 篠﨑直前会長
「菊田年度のスタートにあたり
今年度の益々の充実と発展、
そして前途を祝し、更には、
皆様のご健康ご多幸を心から
お祈り申し上げまして乾杯を
致したいと思います。」
・・・・「乾 杯！！」

菊田丸、いま出航！

感動の体験を！！
人々にも、自身にも

RI第2660地区2013～14年度地区方針
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卓 話

◇◇◇委員会報告◇◇◇
社会奉仕委員会 （石山委員長）
○薬物乱用防止教室の報告とお知らせ

日時：7月2日（火）13：55～
場所：守口市立庭窪中学校
日時：7月4日（木）13：35～
場書：守口市立第三中学校

親睦活動委員会 （森本委員長）
○家庭（情報）集会のご案内
日時：7月25日（木）18：30～
場所：パノラマレストランアサヒ

（松下ＩＭＰビル26Ｆ）
会費：12,000円

ロータリー財団委員会 （博多委員長）
○自殺者を減らす運動としてＦＭハナコの放送が始
まります。
（月）16時58分前後（木）8時45分前後

◇◇◇第1回クラブ協議会だより◇◇◇
日時：7月3日（水）13：30～
場所：「飛鳥」 出席：21名
議題：2013～14年度事業計画について

◇◇◇第1回理事会だより◇◇◇
日時：7月3日（水）14：30～
場所：「飛鳥」出席：11名
議題：2013～14年度上期会費等請求書の件
・寺方提灯踊り協力依頼について
・守口ジャズストリート後援名義使用について
・フィリピンＭ.Ｓ.Ｓ事業について

『新年度挨拶』

このたび２０１３～２０１４年度会長の大役を仰
せつかりました菊田でございます。先程、篠崎直前
会長より木槌の引継ぎを受け、５０有余年の歴史と
伝統を誇る由緒ある守口ロータリークラブの会長と
言う重責に、今更ながら身の引き締まる思いでござ
います。

さて、本年度R.I.会長ロン・D・バートン氏は

「ロータリーを実践し、みんなに豊かな人生を」と
言うテーマの下、①人道的奉仕の重点化と増加、②
クラブのサポートと強化、③公共イメージと認知度
の向上、の三つの目標を掲げられています。また、
２６６０地区においても、福家 宏ガバナーも「感動
の体験を！！ 人々にも、自身にも」のテーマの下、
①会員の維持・増強、②ポリオ撲滅、③FVP:未来の
夢 補助金制度の活用、④東日本震災復興支援、

⑤広報活動の活性化、の五つの目標を掲げられてお
ります。

我が守口ロータリークラブに於きましても、上記
の方針を踏まえ「ロータリーに入会して良かったと
実感出来るようなクラブになろう」と言うスローガ
ンの下、①会員相互の親睦を一層深める、②職業を
通じて地域社会への貢献を目指す、③広報活動を通
じて知名度の向上を図る、と言う三つの目標を掲げ
ます。

しかしながら、これらの目標を成し得るには先ず、
人的にも、財政的にもその基盤がしっかりとしてい
なくてはなりません。それには会員増強が何にもま
して一番大切です。本年度も一人でも多くの会員獲
得、退会防止に対し会員増強委員会を中心に全員が
智恵を出し合って邁進したく存じますので、皆様方
のご協力をお願い申し上げます。

先程、篠崎直前会長より木槌の引継ぎを受け身の
引き締まる思いで一杯でございます。これからの一
年、精一杯頑張って参りますので皆様のご協力のほ
ど、よろしくお願い申し上げます。

会長としてのご挨拶はこの後の卓話時間にさせて
頂きますが、今、私が頭を悩ませているのはこの一
年会長の時間に何を話していこうかと云うことです。
浅学菲才な私には歴代会長のような格調ある話は到
底できませんが、幸い私の手元に、約４５年前に出
版された「浪花風俗図会」と云う書籍があります。

これは今ではあまり見かけなくなった明治から昭
和初期にかけての風俗を描いた物です。これを紹介
していこうと思っています。それと「浪花洒落言
葉」を、各一つずつご披露していこうかと思ってい
ます。

◎ 会長の時間 菊田 芳

会 長 菊田 芳



直前会長理事
篠﨑 満伸

今年度、無任所理事を仰せつかりました篠﨑
でございます。

ロータリーの規定により、直前会長は、理事
の一翼を担うこととなっております。
ところで前年度、皆様方のお力添えのお蔭

により、会長職を大過なく終える事ができまし
た。心からお礼を申し上げます。今年度は、こ
の貴重な経験を踏まえ、理事として本会の運営
に参画させていただくこととなりました。微力
ではありますが、専心、努力を傾注して参る所
存であります。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

無任所理事
石橋 高夫

本年度無任所理事を仰せつかりました石橋で
す。もとよりその器ではありませんが、菊田会
長はじめ執行部の皆様のクラブ運営に少しでも
お役に立てるよう努めてまいります。

当クラブも会員数の停滞により、積極的な奉
仕活動が展開しにくくなっているのが現状です。
増強が何より緊急の課題です。皆様と力を合わ
せこの難題に取り組んでいく所存です。一年間
よろしくお願いいたします。

副会長・クラブ奉仕担当
川村 弘和

本年度副会長並びにクラブ奉仕を担当させて
頂きます川村です。

副会長という大役、務まるかどうかわかりま
せんが、ひな壇一同団結して会長をおささえし
たいと思っています。

菊田会長のもとクラブ奉仕各委員会より事業
計画が提出されております。この事業計画が円
滑に機能できますよう各委員長と連絡を蜜にし、
魅力あるクラブ活動、の構築に勤めたいとおも
います。

本年度菊田会長のテーマ「ロータリアンに
なってよかった」と会員全員が思って頂けるよ
うこの１年がんばります。

社会奉仕委員長
石山 芳和

皆様こんにちは、本年度社会奉仕委員長を仰せ
つかりました石山です。

奉仕の理想を追求し世界の平和を願い貢献する
ロータリークラブに於いて、最も重責を感じる委
員会として委員はもとより、会員各位のご協力の
もと、目に見える活動に汗を流し、伝統ある守口
ロータリークラブとして恥じないよう認知度アッ
プすべく努力してまいりたいと思いますので、ど
うぞよろしくお願いいたします。

職業奉仕委員長
辻村 弘

職業人として「最もよく奉仕する者は最も多く報
いられる」という職業奉仕の理念を糧とし、クラブ
内における会員間の融和と相互扶助精神の向上及び
地区、地域社会から喜んで頂き、感謝される奉仕活
動を行っていきたい。

新世代・ローターアクト
委員長 三宅 洋行

昨年に引き続き、今年度も委員長を務めさせて
頂きます三宅です。

今年度はアメリカからの交換留学生を受け入れ
る、重大な責務があると感じております。留学生
さんに喜んで頂けるような環境を作っていきたい
と思っております。



幹 事
正木 一光

今年度、幹事を仰せつかりました正木でござ
います。
私は2002年～2003年に幹事を努めさせていた

だきました。11年振りに再度このような大役を

拝命し、前回の時以上に緊張と不安で一杯でご
ざいます。微力ではございますが、持てるだけ
の力を出し菊田会長を支えて参る所存でござい
ます。

私は、なかなかジョークを言えるような柄で
はないのでお許しを願います。また、会員の皆
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。宮内 会員 菊田年度を祝て。

深田 会員 菊田内閣のスタートを祝って。
中道 会員 篠﨑年度の無事帰港と菊田年度の出港を

祝して。
多田 会員 菊田年度の出港を祝して。
西原 会員 菊田丸の船出を祝して。
石井 会員 菊田年度のスタートを祝して。
橋本 会員 新年度発足おめでとうございます。
石橋 会員 菊田会長のご健康をお祈り申し上げます。
篠﨑 会員 菊田年度の前途を祝して。
白井 会員 菊田さん、川村さん、正木さん、廣瀬さ

ん１年間頑張って下さい。
内藤 会員 この１年また、宜しくお願いします。
三浦均会員 菊田丸の出帆を祝して。
森本 会員 廣瀬会員、石谷会員、井上会員、親睦活

動委員会の引継ぎ有難うございました。
大野 会員 職業分類、会員選考委員会を担当させて

頂きます。１年皆様のご協力をお願いい
たします。

雛壇 一同 一年間宜しくお願いします。

7／3 誕生・ニコニコBOX 77,000円

国際奉仕委員長
水谷 治人

前年度に引き続き、国際奉仕委員会の委員長
をさせていただくことになりました。

マニラのスラムで展開する奨学金贈呈事業で
はスカラー児童全員の卒業を目指して引き続き
努力を重ねてまいります。バゴロドRCからの

事業協力依頼についても、事業協力の機会をう
かがってまいります。

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。

大槌町での東日本大震災人道的支援は3年計
画の3年目を迎え、しっかりと責務を果たして
まいりたいと思います。

1年間よろしくお願いいたします。

会 計
内藤 光昭

先輩諸氏、会員の皆様のご指導ご協力の程、よ
ろしくお願い申し上げます。

今年度の会計を担当させていただくことになり
ました内藤です。

旧年度に引き続き今年度も厳しい財政状態が続
くと思いますが、効率よく運営できるよう努めた
いと思います。
皆様のご支援をよろしくお願いします。

ＳＡＡ
廣瀬 彰久

本年度ＳＡＡを担当させていただきます廣瀬で
ございます。何分不慣れではございますが、どう
ぞよろしくお願い申し上げます。

本年度のお食事でございますが、毎月第１～３
週目は今まで通りのお食事をご提供させていただ
き、第4週目は、季節感のあるお食事のご提供と考
えております。

また、例会時の席順でございますが、２ケ月に
１回私どもの方で抽選させていただきまして決め
たいと存じます。
皆様方のご協力よろしくお願い申し上げます。

◎ 幹事報告 正木 一光
1．2013～14年度事業計画書をメールBOXに配布

しています。
2．例会後、記念写真撮影をします。
3．例会後、クラブ協議会並びに理事会を行います。
4．上期会費等請求は、7月10日にお渡しします。
5．今年度は、月初のビールでの乾杯は止めさせて

いただきます。


