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2015～2016年度「 新年度挨拶 」
理事・役員
担当 ： 会長・幹事
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2名）
（内免除者
32
3名）

2015～2016年度「 新年度挨拶 」
各委員会 委員長
担当 ： 会長・幹事

欠席

出席率

7

82.05%【会員41名】

前回例会（2631）6/24の主な内容

メークアップ4名 （84.21％）
多田会員、内藤会員、ありがとうございました。
これからも、どうぞお元気でお過ごしください！

多田会員退会挨拶
1984年7月に守口ＲＣに入会させていただいて
31年になります。長い人生のなかで30年はいろ
んな意味で勉強になったと思います。この2，3
年出席免除で出席するのが年に2，3回になりま
した。私自身80歳で区切りをつけなければと、
思っておりました。会社も7月で退任する事にな
りました。この機会にひとつの区切りにしたい
と思い退会したいと思います。
皆様にお礼申し上げます。
長い間有難うございました。

内藤会員退会挨拶
大変残念ではありますが、退会させていただ
きます。この3月、三洋電機の歴史のビデオを
お見せしました。4月に、三洋電機社員は全員
パナソニックに転籍しました。私は3月末、三
洋電機最後の役員と云うことで、退職させてい
ただきました。
私が守口ＲＣに入会させて頂きましたのは
2011年7月で、4年になります。先日守口ＲＣの
過去の名簿を見てますと井植祐郎さん、井植年
男さん等、三洋電機では19名在籍しておりまし
た。残念でございます。
明日からは又頑張ろうと思っています。
守口ＲＣでのご指導有難うございました。

白井丸、帰港の点鐘

◎会長の時間

（会長

白井

孝彦）

卓

話

「退任挨拶」
会長 白井

孝彦

先程、多田・内藤両会員からご挨拶を戴きましたが、在籍
中にはいろいろご活躍頂き、多田会員には何かとご指導いた
だきましたし、内藤会員には親睦活動委員会でご活躍頂き、
特に京都「真々庵」訪問は心に残っております。今後ともお
元気でお過ごし頂き、機会がありましたら、また我々の活動
にもご参加いただければと存じます。
一年間三浦副会長にもお助けいただきながら、「会長の時
間」を何とか務めさせていただきましたが、正直、毎回お話
させて頂く題材探しにずいぶん苦労をいたしました。
皆さんのように豊富な知識も持ち合わせておりませんし、
日々変化に富んだ話題性のある生活も送っておりませんの
で、どうしても新聞・雑誌・テレビなどの話題を借用させて
頂き、何とか40回ほどやってまいりました。その間皆様には
毎回退屈なお話を、下手なお喋りでお聞かせし、大変申し訳
ございませんでした。

任期を終了するにあたり一言ご挨拶を申し上げます。

ただ、この1年間、新聞や雑誌や本を読んでも、また人のお
話を聞いても、「何か題材になるようなものがないか」と、
以前よりはかなりアンテナを張って読んだり聞いたりする習
慣ができたことは、私にとりましては一つの収穫になったか
と思います。

１年前会長に就任するにあたり、本当に任期を全うできるか
と不安で一杯でしたが、三浦副会長・村田幹事・今は沼津でご
活躍中の浅見SAAをはじめ、理事・役員の方々、そして会員の
皆様や事務局の方々にお助けいただいて、何とか任期を全うす
ることができました。心より厚く御礼申し上げます。

せっかく身に付いた習慣を今後も持ち続け、充実した毎日
を送ってゆきたいものだと思っております。1年間、どうも有
り難うございました。

本年度RIテーマ「ロータリーに輝きを」のもと、①地域に密
着した奉仕活動 ②会員相互の信頼と親睦 ③会員の増強 を
目標に皆様と一緒に取り組んでまいりました結果、薬物乱用防
止教室・出前授業・自転車事故防止キャンペーン・市民祭り等
々地域に密着した奉仕活動もある程度成果は上げられたかと思
います。また、中之島でのロータリーフェスティバルやクリス
マス親睦会、春秋の日帰り旅行や職場見学、100％出席例会等
を通じ、ご家族を含めた会員同士の親睦も深められたかと存じ
ます。
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永年お世話になりました。本年度６月末を以って
退会させて頂く事になりました。これまで有難う
ございました。
大変お世話になりました。ありがとうございま
した。
フィリピンでのソーラーランタンプロジェクト
では水谷・吉川両会員のご尽力に敬意を表して。
白井丸の無事着岸を祝って。ご苦労様でした。
３役の皆様１年間ご苦労様でした。
白井会長、執行部の皆様１年間ご苦労様でした。
白井会長はじめ役員、委員長の皆様方、今年度
本当にご苦労さんでした。
白井丸の無事帰港を喜んで。
白井丸の無事着岸を祝って。ご苦労様でした。
職業奉仕委員会無事に事業終る事ができました。
ご協力有難うございました。
隣の幼稚園の副園長が逮捕されて我家の塀がテレ
ビにうつりました。
白井丸の安全航海の着岸お疲れ様でした。会長の
時間ではとても勉強になりました。細心の気配り
有難うございました。
皆様には１年間本当にお世話になりどうも有難う
ございました。
06／24 ニコニコBOX

1,503,000円

しかし一方会員増強につきましては、会員の皆様にいろいろ
ご協力を戴きましたが、残念ながら４０名の大台を割ってしま
い 偏に私の力不足によるものと深く反省いたしております。
入会候補者も何名かおられますので、次年度川村会長のもと力
強く推進頂くことをお願いし、退任のご挨拶とさせていただき
ます。
本当に１年間どうも有り難うございました。

◇◇◇委員会だより◇◇◇
第1回次年度親睦活動委員会
日時：6月24日（水）11：30
場所：「事務局」出席：7名
議題：卓話担当について
・7/25家庭集会（天神まつり）について
・秋・春の家族親睦会について
・クリスマス例会について
・他クラブとの交流会について
・ゴルフコンペについて

◇◇◇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ご案内
守口市立樟風中学校
日時：6月29日（月）14：20～
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話

「退任挨拶」
（～前ページからの続き～）

無任所理事

篠﨑

満伸

今年度、無任所理事を努めさせていただきました篠﨑でございます。退任にあたり
一言ご挨拶を申し上げます。
無任所理事として、ロータリー活動の運営、並びに事業活動の推進に、どれだけ貢献
できたのか、一年を振り返って、何らその役割を、はたし得なかこと、大変反省してお
ります。と云うよりも、白井会長はじめ、役員、各委員長の皆様方がその役割を忠実に
全うされ何ら、非の打ちどころがないほどの見事な運営、そして対応でありました。
白井執行部の皆様方の本年度の成果あるご功労に、心から敬意を表しますとともに、
そのご苦労に対し、感謝とお礼を申し上げ退任のご挨拶といたします。

直前会長理事

菊田

芳

直前会長として無任所理事を勤めさせていただきました、菊田でございます。
確か、３・４年前の橋本年度か石橋年度の時に直前会長が理事会メンバーに加わると
云う制度が出来、理事会メンバーの増員よりも、無任所理事を兼任と云うことで発足し
たと聞いております。ご承知の通りロータリーは単年度主義ですが、とは申せ、年度に
よって今までの事業路線が大きくブレルのを防ぎ、円滑な運営を図るのが目的だったと
思っております。企業で云えば常勤監査役と云った役割だと思って、この一年勤めてま
いりました。今年度もあと残すところ僅かで終了するにあたり、皆様のご協力により恙
なく目的地に着岸できるのを心より感謝しております。
この一年有難うございました。

クラブ奉仕委員長（副会長）

三浦

均

白井会長の方針のもと、クラブ奉仕担当として、各委員長はじめ委員の皆さまのご
協力を得て、「会員相互の親睦、信頼を深める」「地域に根ざした奉仕活動と認知度の
向上」等々に取り組んで参りました。
活動と致しましては、例年のクリスマス家族集会を始め、秋の家族親睦会の松下真々
庵見学と東急ハーヴェストクラブ・しょうざんリゾート京都での食事会、春の家族親睦
会のあべのハルカスでの食事会と最上階の展望台登頂等行いました。いずれも多くの会
員、またご家族のご参加を頂き、相互の親睦を深めることが出来ました。
また、5月5日のロータリーデーでは、中之島パレードや中之島公会堂３階特別室での
移動例会を行いましたが、その時の写真を拝見しますと、参加者一人一人が嬉々として
輝いているように思われます。
しかし、一方、これらの活動が今一歩会員増強には至らなかったことを反省していま
す。
会員の皆様のご支援のお蔭をもちまして、何とか大過なく勤めさせて頂きました。皆
様のご指導ご協力、お力添えを心より御礼申し上げます。

社会奉仕委員長

石山

芳和

今年度社会奉仕委員会を担当させて頂きました石山です。前年度と2期に跨り継続さ
せて頂いたおかげで充実した事業の取組みが出来ました。
会員の皆様にはご協力いただきましたこと、厚く感謝申し上げます。一部の実施が次
年度となりましたが、次期社会奉仕委員長の補佐として精一杯努めたいと思います。
この一年ご無理をお聞き届け頂き有難うございました。
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話

「退任挨拶」 （～前ページからの続き～）
職業奉仕委員長

松尾

安彦

本年度の職業奉仕委員会の皆様のご協力のお陰で無事終える事ができました。2回
の委員会を開催し計画通り行いました。
１ 守口宿、マイスター歴史検定試験
２ 私共が行っています16回目になります「アジアの国々に緑の恩返し」の
フィリピン、セブ島の子供達との植林事業。セブ市より感謝状をいただきま
した。今年も7月10～13日、3泊4日で行きます。
３ 企業訪問では山岡金属さんでの「夢工房・ミュージュアムと昭和の歴史館」
見学
４ 廣瀬会員の介護老人福祉施設を訪問させていただきました。
５ 卓話としましては、松下電器産業㈱の谷井特別顧問様を迎えて、創業者の
松下幸之助氏のお話を聞かせていただきました。
６ 継続事業では「お箏の出前授業」庭窪小学校、5年6年133名、守口小学校5
年105名が勉強されました。中島先生有難うございました。

国際奉仕委員長

吉川

巧一

この一年間、皆さまのご理解とご協力のおかげで委員会活動ができました。あり
がとうございました。
今期もフィリピンにおける活動を中心に、例会担当もさせていただきました。Ⅿ
．Ｓ．Ｓ．におきましては、本年も５名の卒業者を輩出できました。小学校に通う
ことすら難しかった子が、卒業したことは、彼らの人生において大きな礎となった
ことでしょう。ソーラーランタン事業も大変意義深いことができたと思います。

青少年・ローターアクト委員長

水谷

冶人

現在の守口ロータリークラブにおける奉仕事業を取り巻く環境は予算的にも人材
的にも非常に厳しく、青少年・ローターアクト委員会の各事業も同様に混迷のただ
中にありますが、長きに渡って複雑に絡み合った諸問題をほどく「解」を見つけな
ければ組織に未来はありません。本年度は継続事業を粛々とこなしながら、同時に
「歴代ローターアクト委員長会議」を立ち上げて「解」を見つける議論を重ね、報
告書を作成させていただくことが出来ました。
吉川、神田、三宅、井上会員の知識、経験、そして粘り強さに感謝します。あり
がとうございました。

幹

事

村田

有司

この一年間、白井会長をはじめ理事・役員の皆様、会員の皆様、事務局の小原さ
ん神保さんの、ご協力お力添えを得まして、力不足ではございましたが、何とか
職務を遂行することができました。誠にありがとうございました。
4月からは、浅見会員が転勤され，Ｓ.Ａ.Ａ兼任となり毎週バタバタの連続でし
た。とにかく「一年間全出席」を目指しておりましたので、その目標が達成され
大変満足しております。
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行こうと思って
おります。
ありがとうございました。

◎

幹事最終報告（幹事 村田 有司）

1、事業報告の提出をお願いたします。
2、7月1日は休会です。
3、7月8日新年度例会は10分早く始まります。
例会終了後が記念写真の撮影があります。

