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変革を！ロータリーを通じて奉仕を
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本日のピアノ演奏

川村丸、出航！

1、雨ふりお月 2、アロハ・オエ 3、ニューヨーク・ニューヨーク

2015年07月15日
（第2633回）

2015年07月22日
（第2634回）
「 救缶鳥プロジェクト 」
㈱パンアキモト関西営業所長代理
仁平 賢一 氏
担当： 国際奉仕委員会

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

出席

例会日

（内免除者
2名）

07月08日

34

06月17日

29

欠席
3

（内免除者
2名）

出席率
91.89%【会員39名】
メークアップ3名 （74.36％）

前回例会（2632回）7/8の主な内容
2015～2016年度年初例会
（例会前セレモニー）
○白井直前会長⇒川村会長へ木槌の引継ぎ
○村田直前幹事⇒廣瀬幹事へ書類の引継ぎ
◎川村会長より記念品贈呈
白井直前会長
三浦直前副会長
村田直前幹事

へ記念品贈呈

◎2660地区米山奨学委員会
委員委嘱状授与
石谷隆子会員へ

◎誕生日お祝い
佐々岡慎治会員

◎年初例会、乾杯の音頭・・・白井直前会長

◎白井会長年度
在籍期間表彰
４７年
４１年
３４年
３２年
３１年
２０年
１０年
３年
２年
１年

西原
深田
横尾
三浦（俊）
田中・佐治
石井・江端
吉川
石山
井上・岡本
上田

◎2014～15年度出席100％皆出席

◎会長の時間

（ 会長 川村 弘和 ）

皆勤賞・・菊田会員・白井会長・村田会員
精勤賞・・石井会員・石谷会員・石橋会員
石山会員・岡本会員・川村会員
中島会員・西原会員・三浦均会員
水谷会員・横尾会員

◇◇◇第1回クラブ協議会だより◇◇◇
日時：7月8日（水）13：40～
場所：「飛鳥」出席：23名
議題：2015～2016年度事業計画書について
この度２０１５－１６年度の会長を仰せつかりました川村です。
先程、白井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。伝統ある守口ロータリークラブの会長として
責任の重大さを痛感しております。

◇◇◇第1回理事会だより◇◇◇
日時：7月8日(水)14：40～
場所：「飛鳥」出席：14名
議題：2014～2015年度上期会費等について
・寺方提灯踊りについて
・事務局給与（時給）、人事について

◇◇◇委員会だより◇◇◇
○第1回国際奉仕委員会
日時：7月8日（水）11：50
場所：「事務局」出席：３名
議題：卓話担当について
・MSS事業について
・東日本大震人道的支援について
・ソーラーランタンについて

今年一年与えられた職務を全うする為にも健康に留意し、身を引
き締め言動に注意しクラブや皆様にご迷惑を掛けぬよう勤める所存
です。精一杯頑張りますので、皆様のご支援ご協力、心からお願い
致します。
会長の時間は、「水」をテーマでお話をさせて頂こうと思ってお
りますが、学のない私には歴代会長のような格調ある話は到底でき
ませんので、ご了承の程よろしくお願い致します。後程、就任あい
さつがありますので会長の時間はこのへんで省略します。

今日の一句
伝統ある守口ロータリークラブと掛けてパナソニックと解く、そ
の心は電灯（伝統）で輝きます。

卓

◇◇◇委員会報告◇◇◇
○親睦活動委員会 （市橋委員長）
家庭（情報）集会のご案内
日 時：7月25日（土）18：30～
場 所：パノラマレストランアサヒ
参加費：12,000円
○社会奉仕委員会 （岡本委員長）
薬物乱用防止教室のご案内
守口市立第三中学校
日時：7月9日（木）13：35～
守口市立八雲中学校
日時：7月15日(水)10：55～

話
「 理事・役員

会長

川村

新年度挨拶 」

弘和

今年度ＲＩ会長ラビンドラン氏はＲＩテーマを「世界へのプレ
ゼントになろう」とされ、２６６０地区立野純三ガバナーは
「変革を！ロータリーを通じて奉仕（プレゼント）を！」という
地区方針を示されております。
ＲＩ、地区の方針を踏まえて今年度守口ロータリークラブでは、
次の基本方針で取り組んで参る所存です。
テーマは「地域の友好と奉仕（プレゼント）の楽しさを享受しよ
う。」

（～次ページに続く～）

卓

話

（～前ページからの続き～）

その為には奉仕ができる基礎が最重要です。
① 会員の維持と増強です。人的にも財政的にもその基盤がしっ
かりしていなければなりません、それには会員増強が何にもま
して一番大切です。今年度３９名でスタートになります。本年
度一人でも多くの会員獲得と退会防止に絶大なご協力をお願い
します。
② 会員相互の親睦を一層深める。例会の出席率向上や例会の充
実、家族参加の機会を増やす。ゴルフ会や観劇会など交友同好
会を作り、より親睦を深め楽しいクラブライフを目指します。
昨年度末のアンケートの回答結果は次の通りでした。今年度
から、グルメ会、観劇会、ゴルフ会を各2回（上半期、下半
期）行なうことになりました。
③ 地区行事の出席や社会奉仕、職業奉仕、その他事業にもっと
多くの会員の皆様に参加をして頂きたい。せめても在住地域の
学校で奉仕事業をする場合は参加して頂きたいと思います。そ
れが地域の友好とプレゼントの楽しさを享受することになるの
ではないか思います。
④

経費の見直しや委員会の必要性や委員会の合併、その事業の
必要性など、例会の在り方、ローターアクト問題など改革しな
ければなりません。中長期的に将来のクラブの在り方を地区が
推奨する「戦略的計画委員会」を発足して議論し次年度に提言
したいと思います。

⑤

他クラブとの交流を行い、他クラブの事業内容を勉強しよう。
特に門真ＲＣ、守口イブニングＲＣにメイキャップにどんどん
行っていただきたい。

深田
西原
菅野
石井
佐治

会員
会員
会員
会員
会員

中道
石橋
篠﨑

会員
会員
会員

菊田 会員
白井 会員
神田 会員
三浦均会員
水谷 会員
佐々岡会員
雛壇 一同

川村内閣のスタートを祝して。
川村丸の門出を祝して。
新執行部の発足を祝って。
川村年度の平穏なスタートを祝して。
川村新会長の俳句づくしの一年楽しみにし
ております。
川村年度の始まりを祝して。
川村執行部の前途を祝して。
川村年度のスタートを心より祝福申し上
げます。
川村丸の船出を祝して。
川村年度の輝かしいスタートをお祝いして。
川村丸の船出を祝して。
川村丸の出港を祝して。
西原会員に大変お世話になりました。
本年度もよろしくお願いします。
今年一年よろしくお願いします。
07／08

また、本年度は、守口ロータリークラブの創立５５周年に当た
ります。１０年区切りの中間でございますので、３月の創立記念
例会日（夜）に会員とＲＡＣだけのささやかな祝宴を行いたいと
思います。この記念例会には１００％の出席をお願いいたします。
以上、クラブの足元を強化し、「地域の友好と奉仕の楽しさを
享受しよう」の５項目、会員の皆様のご協力なくして実現できま
せん。ご指導、ご協力の程お願い申し上げます。どこまで出来る
かわかりませんが、１年間大野副会長、廣瀬幹事、井上ＳＡＡの
ご協力頂きながら頑張りますのでよろしくお願い申し上げます。

直前会長理事

白井

孝彦

この度直前会長として理事を仰せつかりました白井でございます。
単年度運営のRCで、いろんな奉仕活動が前年度から本年度へ、スムーズに移行できる
ようお手伝いすることが、私の務めかと存じます。
前年度のクラブ運営では、充分な成果を残せず、皆様にご迷惑をおかけしましたが、
先程の川村会長よりの力強い方針のもと、全員でその目標を達成できるよう微力ではご
ざいますが、精一杯頑張って参りたいと思いますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

無任所理事

石橋

高夫

無任所理事をおおせつかりました石橋です。
当クラブのあるべき将来像を見据えてすでに計画段階から色々と手をうっておられる、
川村執行部に全面的に賛同いたします。その結果親睦と奉仕の理想のステージがより高
まる事を願っています。
又、本年度は当クラブ５５周年にあたります。会員数の減少は何としても歯止めをか
けなければという危機感を皆様と共有し、石山増強委員長のもと委員としても微力をつ
くすつもりです。よろしくお願いいたします。

クラブ奉仕担当理事(副会長)

大野智子

今年度、川村会長の元で副会長並びにクラブ奉仕を担当させて頂きます、大野でござ
います。副会長という大役を仰せつかりましたが、私には荷が重く、不安で一杯でござ
いますが会長・幹事を補佐しながら川村会長の３つの方針であります①会員増強の維持、
②戦力計画委員会発足③地区行事、当クラブ各委員会の計画や今期計画の同好会に多く
の会員の参加をお願いしたい3テーマを円滑に機能出来ます様に、各委員長さんと連絡
を密にしまして魅力ある明るく楽しい守口ロータリークラブの運営につとめたいと思っ
ております。
微力ではございますが、頑張って参りますので皆様の温かい御指導、御協力をお願い
申し上げます。

ニコニコBOX

89,000円

卓

話 （～前ページからの続き～）
社会奉仕委員長
岡本 博雄
今年度社会奉仕委員長をおおせつかりました岡本です。
薬物乱用防止教室の開催、守口市民まつりの参加、子ども議会の実施等、事
業が山積みしています。川村会長をはじめ、委員会のメンバー、そして会員各
位のご協力のもと伝統ある守口ロータリークラブとして恥じないよう努力して
まいりたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。
職業奉仕委員長

松尾

安彦

今年度も引き続き職業奉仕委員会を担当させていただきます松尾です。よろしくおね
がい致します。今年度も昨年度と同じ様な事業で行いたいと思います。
重点事業といたしましては、中島先生にお願いして「お箏の出前授業」を是非行いと
思っております。
事業所見学もどこか訪問してみたいと考えております。
講師例会も「テーブルマジック」「乙女文楽」等、考えてますが、費用も掛かります
が、変わった例会を行いたいと考えています。以前は「落語」もした事があります。
今年も宜しくお願いします。今月10日よりフィリピンセブ島に植林に行ってきます。

国際奉仕委員長

吉川

巧一

昨年度に引き続き、本年度も国際奉仕委員会を担当いたします。一年間よろしくお願
いいたします。
本年度は10年間行ったM.S.S.(守口ローラリークラブスモーキーマウンテン奨学金事
業)も今年度が最終年となります。この事業で25名の子どもたちに明るい未来が届けられ
たのではないでしょうか。
また昨年度行ったソーラーランタン事業の確認作業も行いたいと思います。
M.S.S.がこれで終了しますが、来年度以降これに変わる、守口ロータリークラブとし
てふさわしい事業を模索していきたいと思います。

青少年・ローターアクト委員長

神田

隆司

今年度青少年奉仕ローターアクト委員長を仰せつかりました神田でございます。青
少年奉仕部門では守口市中学生スピーチコンテストのＤＶＤを作成し、優秀なスピー
チを例会で紹介する予定です。今年度より守口ロータリークラブ賞を設け、主催者側
としてコンテストに参加することになりました。コンテスト当日及び前日の準備にス
タッフを動員しなければなりませんので、会員の皆様のご協力をお願いし申しあげま
す。
ＲＡＣ部門では合同例会の開催やＲＡＣ例会への参加を呼びかけ、会員増強の手助
けをお願いしたいと思っております。また、守口イブニングＲＣが提唱する大阪国際
大和田インターアクトクラブとの交流を企画しようと考えております。皆様のご指導
とご協力をお願い申しあげます。

幹事

廣瀬

彰久

本年度幹事の廣瀬でございます。
会長始めみなさまのご指導をお願いし、また、事務局とも連携を図りながら一年間
ロータリークラブの運営を進めさせていただきます。
どうぞ皆様のご協力よろしくお願いいたします。

Ｓ.Ａ.Ａ

井上

智裕

本年度ＳＡＡの井上でございます。
何分不慣れではございますが、今年度１年間どうぞよろしくお願い申し上げます。
ロータリークラブに入会させていただきまして、早いもので丸３年を迎えようとし
ています。この３年間は親睦活動委員会の活動をメインに微力ながらお手伝いさせて
頂き、また勉強をさせて頂きました。
今年度はSAAという大役を仰せつかりました。まだまだ経験の浅い私ですが、皆様の
ご指導を頂きながら、楽しく和やかな秩序ある例会運営に努めて参りたいと思います。
また、親睦委員会の皆様と協力して、ゲスト・ビジターの方々も楽しんで頂ける例会
になるよう工夫していきます。
何かと失敗やご迷惑をおかけすると思いますが、この 一年間頑張ってまいりたいと
存じますので、会員の皆様のご指導ご協力を賜りますようお願い申しあげます。

◎

幹事報告（幹事 廣瀬

彰久）

１、例会後、記念写真撮影、クラブ協議会
並びに理事会がございます。
２、国際ロータリー2660地区大阪南西ＲＣは
6月30日を以ってクラブを解散されました。

