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前回例会（2560回）12/11の主な内容
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「 現勢の火災事例について」

守口消防署 庶務予防課

参事 宮田 勝 様

担当：ロータリー情報委員会

1、知床旅情 2、明日に架ける橋、エターナリー

3112月11日

11月27日

例会日 出席 欠席 出席率

80.00%【会員42名】

メークアップ5名 （82.50％）

9
（内免除者

2名）

33
（内免除者

2名）

「クリスマス家族親睦会」

担当：親睦活動委員会

本日のピアノ演奏

家 族 月 間

2013～2014年度年次総会

菊田会長年次総会宣言
本日の例会は守口ロータリークラブ細則、第4条

第１節の規定に基づき、只今より年次総会を開催致し
ます事を宣言します。
総会の成立は、会員総数の3分の1以上です。本日の

例会出席者数は31名のご出席があり総会は成立いたし
ます。
本日の議案は2件ございます。

第1号議案 篠﨑満伸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、

中道会員、宮内会員、橋本会員、現理事より石橋会員、
篠﨑会員です。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 川村 弘和会員
次年度理事
無任所理事 篠﨑 満伸 会員・菊田 芳 会員
社会奉仕担当理事 石山 芳和 会員
国際奉仕担当理事 吉川 巧一 会員
職業奉仕担当理事 松尾 安彦 会員
新世代・ﾛｰﾀｰｱｸﾄ担当理事 水谷 治人 会員
クラブ奉仕担当理事 三浦 均 会員

次年度役員
副会長 三浦 均 会員
幹 事 村田 有司 会員
副幹事 廣瀬 彰久 会員
会 計 市橋 智昭 会員
Ｓ.Ａ.Ａ 浅見 律子 会員
副Ｓ.Ａ.Ａ 前田 倫男 会員
以上の通りご報告いたします。
ご異議が内容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 内藤 光昭会計よりご報告
2013～2014年度中間収支報告をいたします。

（報告内容は会計報告プリントをご覧ください。ご質問
のある方は会計、又は幹事までお願い致します。）

年次総会 ひな壇遠景
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卓 話◎ 会長の時間 会 長 菊田 芳

社会奉仕委員会 石山 芳和 委員長

①「薬物乱用防止教室」について

昨日の12/10守口第一中学校で市内全中学校9校区での防
止教室を終了しました。4月より新たに全中学校で巡回開
催致しますのでご協力よろしくお願いします。

②交通安全に関する件

1）無事故、無違反チャレンジコンテストは来年3月末迄
継続中です。全員達成に向け頑張りましょう。

2）自転車が絡む安全利用運動の件

平成26年4月6日～16日の春の交通安全運動への参加すべ
く準備中です。

3）啓発活動での幟及び粗品を現在検討中です。

職業奉仕委員会 辻村 弘 委員長

1）10分卓話の実践

会員相互の更なる親睦を深めるために自己紹介と

職業紹介

2）出前授業の推進

小学校対象に音楽（お箏）主体の授業を実施する

2014年2月13日（木）【三郷小学校】

2014年2月14日（金）【東小学校】

3）パンフレットの作成

会員相互の友好に役立つ自己ＰＲ誌の作成

12月11日例会にて記入用紙詳細を説明する。

先ほど、恒例の年次総会で提案させていただきました
全ての議案をご承認、決定賜り有難うございました。

特に1号議案では、次々年度会長、次年度理事・役員の
方々を選考委員会の答申通りご選出いただきましたこと
はご同慶に耐えません。

白井会長エレクトにおかれましては、早速、新理事会
を立ち上げられ、来年7月のスタートに向けて準備に取り
掛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。

（～次ページに続く～）

「五大奉仕委員会中間報告」

◇◇◇委員会報告◇◇◇

親睦活動委員会 （森本委員長）

クリスマス家族親睦会のご案内

2013年12月21日（土）開催

申込宜しくお願い致します。

（ご寄付宜しくお願い致します。）

◇◇◇委員会だより◇◇◇

ロータリー財団・社会奉仕・職業奉仕合同委員会

日時：12月11日（水）13：30～

場所：「事務局」出席：１２名

議題：自殺防止への啓発講演会について

石井 会員 次年度理事・役員の皆様、何かとお世話様

です。どうかよろしくお願いします。

神田 会員 例会欠席のお詫び。

12／11 誕生・ニコニコBOX 509,000円

◎ 幹事報告 正木 一光
1、12月18日（水）例会、

25日クリスマス例会です。

ご出席宜しくお願いいたします。



（～卓話、前ページからの続き～）

国際奉仕委員会 水谷 治人 委員長

● 10年計画の8年目となるM.S.S事業において、奨学

生達は、元気に勉学に励んでいると報告あり。本年

も2014年6月の渡航を検討しています。
● FVPを使った事業立案については次年度実施を睨ん

で検討中。次年度に具体的な施策を持って申し送る

予定です。
● バゴロドRCからの台風・津波災害支援要請につい

ては、先に要請のあった災害用モバイルキッチン購

入の件と併せて、計3千ドルを送金する旨を決定。
● 岩手県大槌町震災児支援は、3年計画の3年目と

して実施し、次年度以降の支援継続の是非を検討し

ます。

新世代・ローターアクト委員会

三宅 洋行 委員長

＊新世代奉仕委員の活動といたしまして、今年は交換
留学生としてアメリカからアマデウス君を受け入れて
おります。とても優秀な学生さんで、勉学はもちろん
の事、日本語もかなり上達しております。

＊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。来年の６月には４５周
年の記念式典も計画しております。
ロータリークラブの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。

クラブ奉仕委員長 川村 弘和 委員長

各委員会の[中間報告]をさせて頂きます。

各担当委員会は今年度事業計画に基づき進行中であ
り、達成に向け鋭意努力をして頂いております。

親睦活動委員会（森本委員長）

＊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

＊９／２６ 飛鳥カントリー倶楽部にてクラブコンペ

（大野会員優勝）

＊１０／１０ 秋の京都をめぐる旅「阿弥陀寺本堂

天井絵と八坂燕楽での宴」

＊１２／２１ クリスマス家族親睦会を実施予定

ロータリー情報委員会（中道委員長）

＊国際ロータリー２０１３規定審議会の決定報告書が
７月にまいりました。年度初めに皆様に連絡させて頂
いたまま内容の報告が出来ていません。

後期より少しづつではありますが、お知らせをさせ
て頂きます。

出席プログラム委員会（石谷委員長）

＊出席率を上げる為、前期よりの皆勤賞に加え精勤賞
を設定しました。

例会のつど出席をお願いと発信をして出席率の向上
を図っています。

会員増強委員会（村田委員長）

＊８／２８卓話「フォーラム」

①ロータリークラブに入会してよかった事、嬉し

かった事。

②ロータリークラブに入会して困った事、大変だ

った事。

③守口ロータリークラブとして継続し、また新し

く活動して行きたい事。を皆さんで話し合って

頂きました。

＊１１／２０卓話「フォーラムの報告」

皆さんで話し合って頂いた内容をまとめて報告。

特に①ロータリークラブに入会して良かった事、

嬉しかった事を上手に説明して頂き、会員増強にや

くだてて頂きたいです。

＊今期目標は３名の増員です。がんばります。

職業分類・会員選考委員会（大野委員長）

＊現在のところ入会者のお方がございませんでしたの
で、職業分類･会員選考委員会は開いていません。

広報雑誌・会報委員会（他谷委員長）

＊９／２５卓話「フォーラム～週報・ホームページに
ついて」

週報などについて以前から考え調べてきたことを聞
いていただきました。またアンケートを実施して会員
の皆さんのお考えを知らせていただきました。今後に
活かしたいと思います。

（編集後記）近頃大変忙しくなってしまってお休みが続き、
申し訳ありません。その間ずっと写真撮影など多くの会員、
事務局の皆さんに支えていただくことで、広報誌作成編集だ
けは自身で果たすことができ、そういう形で何とか参加させ
て頂いております。年が明けたらまた宜しくお願いします。



（～卓話、前ページからの続き～）
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