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本日のピアノ演奏
1、本日はロータリーデーの為ピアノ演奏はありません

2016年03月26日（土）
（第2665回）

2016年04月06日（水）
（第2666回）

「2015～2016年度国際ロータリー
Ｉ.Ｍ第3組ロータリーデー」
ホストＲＣ：門真ＲＣ
担当： 会長・幹事

出席

例会日

（内免除者
3名）

03月16日

37

03月02日

（内免除者
33
2名）

「薬物乱用防止教室に参加して」
岡本 博雄会員
担当：社会奉仕委員会

欠席
4

前回例会（2664回）03/16の主な内容
◎物故者に黙祷 （2011年～2016年）

出席率
97.37%【会員41名】
メークアップ2名 （84.62％）
在りし日のご活躍を偲び
謹んでご冥福をお祈り申し上げます

阪口 明 様
横尾 定美 様
常盤 泰弘 様
西口 勇 様
熊沢 忠躬 様
（2012年5月22日逝去）
（2015年8月17日逝去）
（2015年12月8日逝去）
（2011年7月26日逝去）
（2012年2月9日逝去）

◎ゲスト紹介

西川 雄紀 様
（守口ＲＡＣ）

永石 尚紀 様
（守口ＲＡＣ）

芝 祐貴 様
（守口ＲＡＣ）

藤原 愛 様
（守口ＲＡＣ）

◎感謝状贈呈

中島 警子会員

西原 房三会員

◎在籍表彰
48年
42年
33年
32年
25年
20年
15年
10年
5年
3年
2年
1年

石井 賢治会員

（篠﨑委員長）

西原会員
深田会員
三浦俊会員
佐治会員 田中会員
中島会員 中道会員
石橋会員 松尾会員
白井会員 篠﨑会員
三浦均会員
石谷会員 他谷会員 三宅会員
正木会員 市橋会員 廣瀬会員
井上会員 岡本会員
上田会員
前川会員 佐々岡会員

中島 会員
深田 会員
佐治 会員
石橋 会員
博多 会員
雛壇 一同
西原 会員
石井 会員
松尾 会員
中道 会員
水谷 会員
篠﨑 会員
白井 会員
橋本 会員
菅野 会員
三浦俊会員
三浦均会員
3／16
表彰撮影：菊田会員

本日は創立55周年おめでとうございます。
守口ロータリークラブ55周年を祝って。
55周年を祝して。
55周年を喜んで。
おめでとうございます。
創立55周年記念例会を祝して。
創立55周年おめでとうございます。
創立55周年の記念例会を祝して。
55周年記念例会を祝して。
55周年記念例会欠席のお詫び。
創立55周年、誠におめでとうございます。
創立55周年おめでとうございます。
55周年おめでとうございます。
55周年記念例会を祝して。
創立55周年を祝って。
祝、創立55周年、今後の飛躍を期待す。
博多先生、いつもの薬ありがとうございます。

ニコニコBOX

909,000円

◎会長の時間

（ 会長 川村 弘和

）

戦略計画委員会の中間報告
今年度、地区方針として各クラブに戦略計画委員会を立ち上げ、
各クラブで中・長期的にクラブのあり方を検討するよう提案があり
ました。当クラブでは早速、戦略計画委員会を立ち上げ第１回目を
昨年の９月３０日に開きました。
第１回目は会員４０名を想定して、会員数の問題、例会の問題、
クラブ委員会や委員会活動の問題、事務所経費の問題など議論して
頂きました。
第２回目は５年先（60周年）に当クラブの有るべき未来と目標に
ついて議論して頂きました。
第３回目は２回目の議論で出来なかった項目と「まとめ」を行い
ました。
その結果、次の目標と提言でまとまりましたが、今日はあくまで
中間発表です。もう少し理事会で議論して次年度に提言したいとお
もいます。

【創立６０周年の目標“ビジョン６０“】
1）会員数目標
５５名以上（女性会員６名以上）
会員平均年齢を60歳を切る
(1)毎年全会員で会員増強のリストアップを行い行動や結果を次年
度にも共有し継続する。
(2)会員増強は、若返りのため40歳から60歳の方が望ましい。そし
て女性の比率を10％以上が理想である。
(3)退会防止のため入会者を１，２年間は紹介者が相談相手やロー
タリーのアドバイザーになり面倒をみる。
2）例会
例会日、時間、食事内容は現状通り
週報をＩＴ化し会員にメールで送付、
ペーパーは希望者のみにする。
出来るだけ早くホームページに掲載する。
(1)例会「卓話」の充実をはかる、市長、警察署長、税務署長、
消防署長、大学教授や学長などに毎年お願いする。
(2)例会にやむなく欠席する時は早期に事務局に連絡する。細かい
事だが料理が無駄になる。
3）奉仕・各委員会活動
〇国際奉仕委員会
２年先には新しい事業を計画中
〇社会奉仕委員会
こども議会を市長から継続の要望あり
〇職業奉仕委員会
出前授業を継続
〇青少年奉仕・ローターアクト委員会
スピーチコンテスト参加とＤＶＤ配布を継続
ローターアクトは会員増強の積極的に援助などロータリー会
員がもっとかかわる。
〇クラブ奉仕委員会
△親睦活動委員会
クリスマス家族親睦会の再考と同好会との連携して親睦
をはかる。
△会員増強委員会
リストアップされた候補者を紹介者、委員長、会長が二
人三脚で訪問し、ＡＢＣ分析をしＡを当年度、Ｂを次年度
に引継ぐ。
△広報雑誌委員会
ＩＴ化を進めペーパーレス、週報は希望者のみ。
△ 他の各委員会
従来通り
(1) 委員長のみが一生懸命だが委員さんの参加が少く達成感が薄い。
(2) 地域に役立っているか、守口ＲＣの知名度アップになっている
か、毎年討論する。
(3) 地区補助金、グローバル補助金を積極的に申請し活用する。
４）事務局の改善：財務体質の改善
(1) クラブ運営の損益分岐点は会員数四拾六名である、
従って会 員増強が重要であります。

◎

幹事報告（廣瀬幹事）

1、Ｉ.Ｍ第3組ロータリーデーのお知らせ
ホストクラブ：門真ロータリークラブ
日 時：3月26日（土）13：30～
場 所：ホテル・アゴーラ大阪守口
2、3月23日は26日の移動例会の為休会です。
3、3月30日も定款により休会です。
4、本日の祝賀会の時は1分間スピーチをお願い
致します。

お食事撮影：村田会員

◇◇◇委員会報告◇◇◇
○親睦活動委員会（市橋委員長）
家庭（情報）集会のお知らせ
日 時：3月23日（水）18：30～
場 所：料亭「柿右衛門」
参加費：10,000円

◇◇◇第4回新理事会だより◇◇◇
日時：3月16日（水）17：30～
場所：5F「事務局」出席： 名
議題：PETS出席報告（三浦会長出席）
・年間スケジュール案について
・守口市政70周年花火大会について
・自殺防止事業について

卓

話

創立55周年記念祝賀会
◎川村弘和会長挨拶
皆様、改めましてこんばんは。
本日の創立５５周年記念例会は全員出席をお願いし皆様にご協力を頂
き多数のご出席を頂きありがとうございます。
残念ながら100％はなりませんでしたが、今年度初の90％超えでした。
今宵はご列席の会員の皆様、ローターアクトの会員と共に守口ＲＣ創
立55周年をお祝いしたいと思います。
今年の１月24日枚方ロータリークラブの55周年式典に招かれ廣瀬幹
事と出席してきました。枚方RCは東日本大震災のため５０周年を断念
されました。席上当クラブの50周年式典を想いだしました。
大震災の翌日、3月12日が式典でした。もう1・2日おそければ、枚方さ
んと同じで断念していたでしょう。
あれから早いものでもう5年、西口会員、熊澤会員、阪口会員、横尾
会員、常盤会員など当クラブの重鎮が亡くなられ、会員数も50週年の
とき49名でしたが今年度初め３８名まで減少いたしました。先程会長
の時間で戦略計画委員会の中間報告を致しましたが、６０周年に向け
「ビジョン60」の5ケ年目標を立て全会員が協力して目標達成をしたい
と思います。
どうぞこれからも歴史ある守口ＲＣが誇れるロータリークラブ、地
域に役立つロータリークラブとして輝きますよう努力してまいりたい
と思います。
最後になりましたが、会員の皆様の益々のご隆盛とご健勝をご祈念
申し上げましてあいさつと致します。

◎乾杯のご挨拶

（白井孝彦パスト会長）

皆さん今晩は！！ ＳＡＡさんから「乾杯」の発声をするようにと
のご指示を受けましたので、一言ご挨拶を申し上げます。
先ずは「創立55周年 おめでとうございます」と皆様と共にお祝い
できることを嬉しく思います。
55年という歳月を世の中の流れで見てみますと、
1961 ケネディ大統領、大阪環状線完成
1964 東京オリンピック、新幹線
1970 大阪万博
1972 沖縄復帰
1989 昭和から平成へ
1995 阪神淡路大震災
2009 民主党政権
2011
東日本大震災
と、いろいろな出来事がありました。
一方、この55年間我がクラブでは、守口ＲＣと言えば「フィリピン
での医療奉仕」と言われるような輝かしい活動や、40、50周年で地域
に密着した記念行事等々、会員の増減も含め種々変遷を経て今日の姿
になっております。 これもひとえに諸先輩方の活動の賜物であり、
またこれからの60周年、70周年そして100周年へと新陳代謝を繰り返し
ながら、発展していくことが我々の使命でもあります。
それでは諸先輩への感謝と今後の守口ＲＣの発展を祈念して、
「乾杯！！」
どうも有り難うございました。

◎中道均会員、丹精込めた製作による2011年～2016年度の活動
報告スライドショーを会員の皆様に見ていただきました。

◎閉会の言葉

（大野智子副会長）

本日は創立55周年記念祝賀会に沢山ご出席頂き有難うございます。
55周年例会では100％出席例会を目標にしておりましが、本日は
97.37％で、今迄かつて無い数字で、改めてお礼申しあげます。今日ま
た、受賞、在籍表彰を受けられました皆様改めておめでとうございま
す。きょうは、皆さんと共にお食事をいただきながらスライドショー
を見せていただき、走馬灯のごとく守口ＲＣの5年間の歩みを思い出さ
れて感激しております。
これを製作していただきました、本日お休みしております中道会員に
は感謝とお礼申しあげます。そして、1分間スピーチを聞かせていただ
き、「あーと」思い出されて聞いておりました。
これから60周年向かいまして、皆様も健康に留意されロータリーを
御支援していただきますようお願いたしましてご挨拶とさせていただ
きます。有難うございました。

