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疾病予防と治療月間
2015~16・RIテーマ

本日のピアノ演奏

ピアノ奏者

浅井かずみ様

クリスマスソング
2015年12月19日（土）
（第2653回）

2016年01月06日（水）
（第2654回）

「 クリスマス家族親睦会 」
開演：18：00～
担当：親睦活動委員会

出席

例会日

（内免除者
2名）

12月16日

27

12月05日

24

「新春邦楽演奏会」
中島警子会員･桐絃社社中の皆様
担当：親睦活動委員会

欠席

前回例会（2652回）12/16の主な内容
川村 弘和 会員へ、
ベネファクターの認証状贈呈

75.00%【会員38名】

9

（内免除者
3名）

◎ロータリー財団管理委員会より

出席率

メークアップ5名 （68.57％）
◎元会員 常盤 泰弘 様（在籍42年）がご逝去
されました。
【

去る12月8日ご逝去されました。
故人を偲びまして哀悼の意を表し
黙祷を捧げたいと思います。】

2015～2016年度年次総会

◎会長の時間

（ 会長 川村 弘和

井上Ｓ.Ａ.Ａより
【守口ＲＣ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。
総会の成立は細則第4条第4節で会員総数の3分の1以上となっ
ております。現在会員41名、本日の例会出席者数29名であり総
会は成立している事をご報告申し上げます。

川村会長年次総会宣言
慣例により会長が議長を勤める事になっているようですので
ご協力よろしくお願いいたします。
守口ＲＣ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。
総会の成立は、先程ＳＡＡから報告がありました通りでござ
います。
本日の議案は２件です。
１号議案は、次々年度会長ならびに次年度理事、役員を決定
していただく事です。選考委員長の中道会員よりご報告をして
いただきます。

○第1号議案

中道選考委員長よりご報告

選考委員は
パスト会長より
宮内会員、橋本会員、篠﨑会員、菊田会員、中道会員
現理事より
白井会員、石橋会員です。

只今、次々年度会長、次年度理事・役員の方々を選考委
員の答申通りご選出いただきましたことはご同慶にたえま
せん。三浦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まして、そのご活躍を心からご
期待申し上げております。大野会長ノミニーは、守口ＲＣ
初の女性の会長の誕生になります。
さて、１９日土曜日はクリスマス例会及びクリスマス家
族親睦会でございます。今年は前川会員のご親戚のＵＫさ
ん（ちちんぷいぷい）を呼んで頂きました。楽しみにご参
加下さい。以上で終わります。

ご案内の答申書の通り理事役員をご報告致します。
次々年度会長

大野智子

次年度理事
無任所理事 菊田芳会員 橋本泰明会員
直前会長 川村弘和会員
社会奉仕担当理事 篠﨑満伸会員
国際奉仕担当理事 神田隆司会員
職業奉仕担当理事 村田有司会員
クラブ奉仕担当理事 松尾安彦会員
青少年奉仕･ローターアクト担当理事 三宅洋行会員
次年度役員
副会長
幹 事
副幹事
会 計
ＳＡＡ
副ＳＡＡ

松尾安彦会員
石谷隆子会員
他谷勝 会員
石橋高夫会員
佐々岡慎治会員
上田祐司会員

以上の通りご報告致します。会員の皆様方に事務局から答
申書が届いていると思います。ご異議がなければ拍手でもっ
てご賛同頂きたいと思います。・・・・【拍手】

○第2号議案・・菊田会計より2015～16年度中間報告
2015～16年度会計中間報告を致します。
「報告内容につきましては、会計報告プリントをご覧下さい。
ご質問がございましたら会計・または幹事までお願いたし
ます。」

○会長・・川村会長
以上をもちまして全ての議案をご承認、決定を賜り有難う
ございました。
年次総会を終ります。

石井会員
中道会員
村田会員
佐治会員

親睦活動委員会の皆様クリスマス会に向けて
色々とお世話になります。
大野会員様、先日はお世話になりました。
例会欠席のお詫び。
12／16

ニコニコBOX

484,000円

）

卓

話

◎社会奉仕委員会

「五大奉仕中間報告」
委員長 岡本 博雄

①薬物乱用防止教室
７月09日(木) 守口市立第三中学校
７月15日(水) 守口市立八雲中学校
11月30日(月) 守口市立大久保中学校
12月10日（木）守口市立第一中学校
②子ども議会
8月22日（土）9：00～12：00 守口市議会議場
③守口市民まつりに参加
11月01日(日) 京阪百貨店駐車場
④無事故･無違反チャレンジコンテスト参加
（10月1日～3月）14名参加
⑤卓話 守口市役所危機管理課 荒木様 栖川様

◎職業奉仕委員会

委員長 松尾 安彦

8月26日（水） 卓話「守口署管内の犯罪発生状況」
防犯カメラの効果
守口警察署 署長 佐藤信次様
防犯カメラの効果として大きく3つの効果があります。
1、犯罪の抑止効果
2、住民等の安心感を与える効果
3、防犯カメラの映像を活用し犯罪を早期に解決して被害拡大を防止して犯人を
捕まえる。
9月16日（水）「守口市新庁舎見学」
新庁舎は旧三洋電機の本社ビルで2000年に施工し10階建ての本館と2階建ての
記念館として構成されており、本館。記念館合計床面積は約29,000㎡となって
おります。
○お箏の出前授業決定
平成28年2月4日 守口市立南小学校
平成28年2月5日 守口市立八雲小学校

◎国際奉仕委員会

委員長 吉川 巧一

国際奉仕については、活動が後半に集中していますので、中間報告では特にご報
告はありません。
今後の活動につきましては奨学生の活動が本年が最終年でありますので、10年間
の総括を委員会として行えば良いかと思っています。ただこれは、本年度の委員会
が行うのが良いのか、次年度の委員会が行うのがよいのかは、今後調整したいと思
います。
来年5月には訪比の予定をしています。奨学生関係とソーラーランタン関係の確認
をして来る予定です。

◎青少年奉仕･ローターアクト委員会

委員長 神田 隆司

6月19日 第1回守口市中学生スピーチコンテスト実行委員会（教育文化会館）
6月23日 ローターアクト大阪北ゾーン連絡協議会（ガバナー事務所）
7月22日 第1回青少年奉仕･ローターアクト委員会
7月31日～8月2日 少年少女ニコニコキャンプ
（東大阪市立野外活動センター 自由の森なるかわ）
8月26日 第2回守口市中学生スピーチコンテスト実行委員会（教育文化会館）
9月19日 第１回青少年･ローターアクト正副委員長合同会議（薬業年金会館）
9月02日 ＲＡＣとの合同例会並びに合同懇親会
10月10～12日 秋のライラ（六甲山ＹＭＣＡ）
10月28日 第3回守口市中学生スピーチコンテスト実行委員会（教育文化会館）
11月06日 守口市中学生スピーチコンテスト準備会
11月07日 守口市中学生スピーチコンテスト開催
11月27日 ローターアクト大阪北ゾーン連絡協議会（大阪産業創造館）
12月09日 「フォーラム」の開催
12月10日 守口市中学生スピーチコンテスト反省会（教育文化会館）

◎クラブ奉仕委員会

委員長 大野 智子

各委員会の中間報告をさせて頂きます。各担当委員会は、
今年度の事業計画に基づき進行中であり、達成に向け努力して
頂いております。
○親睦活動委員会

委員長

市橋 智昭

7月25日（土）アサヒパノラマレストランで天神まつり家族親睦会
11月25日（水）ザ・ガーデンオリエンタル大阪 家庭集会
12月19日（土）クリスマス家族親睦会を実施予定

○グルメ同好会

代表

10月21日（水）文禄堤「茶味」にて

○ゴルフ同好会

代表

村田 有司
19名参加

井上 智裕

11月21日（土）ゴルフクラブ四條畷にて
神田会員優勝

○ロータリー情報委員会

委員長

中道

12名参加

均

7月25日(土)親睦活動委員会と合同で家庭集会開催
理事会に於いて2016～2017年度無任所理事の人数を1名増員が承認されました
ので細則の変更を行います。

○出席･プログラム委員会

委員長

篠﨑 満伸

・前年度の平均出席率82.8％ホーム出席率75.22％これを川村年度で上げる様
努力しています。
・8月例会出席率向上の為フォーラムを実施しました。昼間だけでなく夜例会と
の意見がありましたが、今年度は移動例会で様子を見ながら検討します。

○会員増強委員会

委員長

石山 芳和

8月19日(水)卓話でクラブフォーラムアンケート実施
クラブ概要(入会案内)を作成
12月9日 3名の新会員入会、委員長として頑張って頂き有難うございました。

○職業分類･会員選考委員会

委員長

橋本 泰明

新入会員3名の内1名、職業分類では大分類オープン他1名は小分類オープン

○広報雑誌･会報委員会

委員長

他谷 勝

見やすく理解しやすい様に心がけております。

◇◇◇第1回新理事会だより◇◇◇
日時：12月16日（水）13：40～
場所：「事務局」出席：12名
議題：次年度理事役員紹介
・自殺予防講演会について

◇◇◇委員会報告◇◇◇
◎

幹事報告 （廣瀬幹事）

1、12月5日（土）地区大会へのご出席有難うござ
いました。
2、メールBOXに2014～15年度事業報告書を配布し
ています。
3、国際大会ソウルのご案内をＦＡＸしておりま
すが、ご出席の方は事務局迄お願いします。
4、12月16日（水）は年次総会です。是非ご出席
をお願いたします。

○親睦活動委員会
（市橋委員長）
クリスマス家族親睦例会のご案内
日時：12月19日（土）18：00～
【ご寄付宜しくお願いいたします。】
○観劇同好会
（代表 廣瀬幹事）
宝塚歌劇観劇のご案内
日時：2016年1月23日（土）10：30集合
場所：宝塚大劇場正面入り口
参加費：20,000円

