
2015~16・RIテーマ

2016年07月06日（水）

（第2677回）

2016年07月13日（水）

（第2678回）

前回例会（2676回）06/29 の主な内容

1、カノン2、ＷＡＶＥ 3、ダンシングクイーン

本日のピアノ演奏

45

例会日 出席 欠席 出席率

06月29日

06月15日

32

31

（内免除者
3名）

（内免除者
3名）

8 80.00%【会員43名】

メークアップ3名 （81.58％）

水 と 衛 生 月間

「2016～2017年度挨拶」
各委員会・委員長
担当：会長・幹事

ロータリー親睦活動月間

「2016～2017年度挨拶」
理事・役員

担当：会長・幹事

◎幹事報告 （幹事 廣瀬彰久）
1、7月6日（水）の年初例会は12時20分から

始まります。
2、年初例会には記念写真を撮りますので

ネクタイ着用でお願い致します。

◎ビジター後紹介
清水 茂實様 （寝屋川ＲＣ）

◎新会員ご入会 （川村会長より入会の証贈呈）
○ 岩宮 孝子（いわみや たかこ）様

職分分類：臨床心理士

❀ 祝ご入会 岩宮孝子会員



◎会長の時間 （ 会長 川村 弘和 ）

深田 会員 川村年度ひな壇の皆様方ご苦労さんでした。
石井 会員 ＴＶ観戦ですが、各種スポーツの楽しさを満喫

して。
宮内 会員 川村会長一年間ごくろう様でした。
篠﨑 会員 川村会長はじめ、執行役員の皆さん、ご苦労様

でした。
石橋 会員 川村会長はじめ執行部の皆様ご苦労様
石橋 会員 岩宮孝子さんの入会喜んで。
川村 会員 岩宮様のご入会を歓迎いたします。待望の女性

会員の入会です。
菅野 会員 欠席のお詫び。
雛壇 一同 １年間お世話になり有難うございました。

6／29ニコニコBOX 1,227,000円

今日で今年度最後の会長の時間でございます。

1年間「水」をテーマにした話、皆様のように豊富
な知識や話題を持っておりませんで大変つまらなかっ
たこと思いますが、自分の職業奉仕のつもりでお話さ
せていただきました。なんとか４５回、書物やネット
で苦労しながら捜し文書にし努力したことで、最後の
最後、水の言葉｢水｣に流して下さい。ありがとうござ
いました。

そして「今日の一句」も30回程申し上げましたが、
クリーンヒットしたのは、3割ありましたでしょうか。
自分で年初に目標にしておりましたのですが・・。い
かがでしたか。ありがとうございます。

この1年間大野副会長を始め廣瀬幹事、井上ＳＡＡ
とのひな壇コンビの団結力と行動力で、お助け頂き任
期を終了することができました。感謝と御礼を申し上
げます。本当にありがとうございました。

最後の一句
花火と掛けて会長職が終わったと解く

その心は、 ～ 打ち上げが楽しみ。

会 長 川村 弘和

２０１５－２０１６年度会長任期終了にあたり一言ご挨
拶申し上げます。本年度ＲＩ会長Ｋ．Ｒラビンドラン氏は
「世界のプレゼントになろう」をテーマのもと２６６０地
区立野ガバナーは「変革を！ロータリーを通じてプレゼン
トを」地区方針が示され、特に戦略計画委員会の設置や会
員増強を推進されました。また。組の編成にも着手され3
年後には、8組から6組になるようです。

当クラブは、「地域の友好と奉仕（プレゼント）の楽し
さを享受しよう。」のもと、特に会員増強に特に力を注ぎ
ました。皆様のご協力のおかげで6名の方に入会頂きまし
たが、お一人が亡くなり、2名が退会され、６増３減でし
た。年度末の会員数は４２名でございます。

ご入会頂きました新会員の皆様には、今後のご活躍に期
待いたしております。

戦略計画委員会を立上げ上半期２回下半期１回会議を行
い議論を重ね、６０周年に向け「ビジョン６０」の５ケ年
目標と計画を作成いたしました。次年度三浦会長のもと推
進して頂くことをお願いしたいと思います。ロータリーは
親睦から、今年度観劇同好会、グルメ同好会、ゴルフ同好
会を立上げ、各２回実施し多くの会員様やご家族の方がご
参加して頂きました。もっともっとこのような親睦をはか
ることにより、クラブの活性化につながると思います。

今年度の世界大会は隣国「ソウル」で行なわれ当クラブ
から７名の出席を果たしました。国際大会の経験のない方
が多く参加されたことに意義があったと思います。
創立５５周年記念例会は、９７．５％の出席率で身内だけ
の懇親会は５０周年からの写真スライドショウーや２分間
スピーチなど楽しい思い出に残る例会でした。

最後になりましたが、この１年間理事、役員の方々、そ
して会員の皆様や事務局の方々に大変お助け頂き、何とか
任務を全うすることができました。心より感謝と御礼申し
上げまして退任のご挨拶とさせていただきます。

卓 話

「2015～2016年度退任挨拶」



無任所理事 石橋 高夫

川村会長より無任所理事を仰せつかり、お引き受け致しましたが、振
り返ってみますと、はたしてその任を務められたか、いささか忸怩たる
思いがあります。
理事会も全出席できず諸行事にもあまり出席参加できませんでした。

川村年度を総括いたしますと、全会員の認めるところ躍進の一年で
あったと思います。年度前の計画段階から親睦、増強に重点をしぼり、
同好会の発足、そして何より６名の新会員、とりわけ若い年代の方から
女性会員まで幅ひろい、すばらしい方々を入会に導かれたその実績は、
当クラブに活力をふきこみ、新たな展望をもたらしてくれました。

会長の時間の最後の「今日の一句は私の独断と偏見では、おおよそ６
５点でありますが、実績功績は100点であったと断言できます。会長は
じめ執行部の皆様の全力投球に感謝申し上げます。

直前理事 白井 孝彦

直前理事を1年間努めさせていただきました白井です。
前年度から本年度へとクラブ運営がスムーズに移行・発展させる橋渡

しを行うことが、主な任務と心得に取り組んでまいりましたが、その任
を全う出来たか心もとなく思っております。

本年度は大幅な会員増強も達成され、創立55周年に当たり将来のクラ
ブのビジョンもお示し戴いた等々、川村会長はじめ執行部の皆さんのご
努力に感謝申し上げ、退任のご挨拶とさせていただきます。

クラブ奉仕委員長 大野 智子

川村会長の元で副会長・クラブ奉仕を担当させて頂き、各委員長を始
め、委員の皆様のご協力によりまして、例会の充実と奉仕活動に取り組
んで参りました。
◎親睦活動委員会では

・パノラマレストランアサヒで天神祭を見て
・ザ・ガーデンオリエント大阪でディナー
・クリスマス家族親睦会をアゴーラホテル
・新入会員をお迎えして柿右衛門で情報集会
同好会として
・ゴルフ同好会はゴルフクラブ四条畷で
・観劇同好会は宝塚歌劇
・グルメ同好会は文禄堤 茶味
・観劇・グルメ合同同好会は、なんば花月、梅の花で食事

◎社会奉仕委員会・・・薬物乱用教室、８校に参加いたしました。
◎職業奉仕委員会・・・お琴の出前授業２校で実施いたしました。
◎会員増強委員会・・・新入会員 ６名 退会会員 ３名

今年は創立55周年で記念例会、食事会があり23名の在籍期間表彰があ
りました。

今期は皆様のご指導とご協力のお陰で無事大過なく勤めさせて頂きま
した事に心より感謝と御礼申し上げます。有難うございました。

社会奉仕委員長 岡本 博雄

守口ロータリークラブの皆様には、数々の社会奉仕委員会事業に多大
なるご協力を賜り誠に有難うございました。

振り返りますと、守口市民まつりでのロータリーのＰＲやカレンダー
配布、守口子ども議会では、議会運営を通じて守口市の未来都市を考え
市議会に対する知識の向上と子供目線での交通問題、特に自転車に絡む
事故防止、さらに守口市の将来の展望、薬物乱用防止教室では守口の全
中学校で実施されたお陰で、守口管内での薬物事案が激減しました。



職業奉仕委員長 松尾 安彦

私は職業奉仕委員会の委員長を2年連続させていただきました。
※今後の事業では27年8月26日防犯カメラの効果を守口警察署署長の佐藤信
次様よりお話しを聞きました。
（今年度中に守口市内に1,000台の防犯カメラ設置決定）
※27年9月11日は守口新市庁舎見学

（守口ロータリークラブが守口市の新庁舎に「守口市役所」と書いた石
銘板を寄贈する事に決定で、その方向で推進しています。）

※28年2月4日、5日守口ロータリークラブの継続事業のお箏の出前授業を、
南小学校、八雲小学校で行いました。

（今年度当委員会事業予算を値上げしていただきました。値上げに大反
対した会員もおられましたが、理事また川村会長様にも理解も得ていた
だきました。中島先生にも喜んでいただきました。）

※28年4月20日私が行っています「アジアの国々に緑の恩返し」の子供達と
の植林風景をＤＶＤで見ていただきました。17回目の植林事業でした。

国際奉仕委員長 吉川 巧一

当委員会では、①「守口ロータリークラブ・スモーキーマウンテン・ス
カラーシップ(M.S.S.)」事業と、②ミンダナオ島での無電化地域における
ソーラーランタン事業の２点を主な活動とさせていただきました。本年度
は５月１日～６日に現地に赴き以下の活動を行いました。

①「M.S.S.」：１０年の事業の９年目として３月に５名の６年生が無事卒
業し、６月には最後の５名が６年生に進級しました。この度の訪比で、通
学状況の確認や、学用品等の授与を行ってきました。

②「ソーラーランタン事業」：昨年度パナソニックと共に行った、ミンダ
ナオ島での無電化地域におけるソーラーランタン給付事業のその後の確認
を行ってきました。昨年度の贈り先は個人ではなく、学校や自治会、村の
集会場等でした。時間の都合上すべてを回ることはできませんでしたが(全
団体からは報告書が出ています。)この度、確認に行ったところでは、１台
も欠けることなく利用されていました。

青少年奉仕・ローターアクト委員長 神田 隆司

今年度青少年奉仕ＲＡＣ委員長を務めさせて頂きましたが、会員の皆様
のお力添えを賜りまして、無事その任を終えることができました。心より
感謝申し上げます。

今期のＲＡＣは「メッセンジャー」のクラブターゲットのもとに活動し
てまいりました。クラブフォーラムではＲＡＣに関する簡単なテストを行
い、会員の皆様にＲＡＣに対する理解度を深めて頂けたのではないかと思
います。青少年奉仕部門では、今年度より中学生スピーチコンテストの実
行委員会の一員となり、ＲＣ賞を設けるなど有意義な活動をさせていただ
くことができました。この１年間当委員会にご支援とご協力を賜り有難う
ございました。厚くお礼申し上げます。

幹 事 廣瀬 彰久

この度、任期を終えることが出来まして皆様に感謝しております。何か
と至らぬ点も多かったと思いますが、皆様のご協力無しには務めることが
できませんでした。一年間ありがとうございました。

Ｓ．Ａ．Ａ 井上 智裕

経験の浅い私にＳ.Ａ.Ａという大役が務まるかどうか大変不安でしたが、
円滑な例会運営を目指し１年間頑張ってまいりました。

皆様の温かいご指導とご協力のもと何とか大役を務めることができまし
たことに深く感謝申し上げます。

私にとって大変有意義な経験をさせて頂き、ロータリークラブの活動を
さらにを理解する機会に恵まれましたことを有難く思っております。

この１年間本当にお世話になりました。



◇◇◇委員会報告◇◇◇
○次年度社会奉仕委員会 （次年度篠崎委員長）

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30日（木）14：15～

○守口市立さつき学園中学校

日時：７月8日（金）13：35～

○守口市立庭窪中学校

日時：７月11日（月）14：15～

次年度親睦活動委員会 （次年度石津委員）

○家庭（情報）集会

日 時：7月25日（月）18：30～

場 所：パノラマレストランアサヒ

参加費：12,000円

◇◇◇第7回新理事会◇◇◇
日時：6月29日（水）13：40～

場所：「事務局」出席：12名

議題：2016～17年度事業計画書（案）について・・承認

・2016～17年度予算表（案）について・・承認

・会員増強の継続・次年度方針

・中学生スピーチコンテストについて

◇◇◇第5回自殺防止プロジェクト委員会◇◇◇

日時：6月29日（水）11：30～

場所：「事務局」出席：9名

議題：講演会について



【菊田会員お返しの一句】

本年度のＳ．Ａ．Ａと掛けて
何事にも動じない強い心臓の持ち主と解く
その心は、～ 胃の上にある。

本年度の米山奨学金委員長と掛けて
策略に嵌って悔しがる戦国武将と解く
その心は、～ お主、図ったな。

本年度の幹事と掛けて
売上倍増に躍起となっている スーパーの店長と解く
その心は、～ もっと、売り場を広せ～、広せ～

本年度の副会長と掛けて
一昨年行われたＥＵのギリシャ支援策に対する
ギリシャの国民投票結果と解く
その心は、～ オ～、ノ～

本年度の会長と掛けて
海水浴に行った２～３日後の背中と解く
その心は、～ 皮がムラ

本年度の会長と掛けて 度量の大きい人物と解く
その心は、～ 何事も水に流してしまう男である。

次年度の会長と掛けて
ランボルギーニ社製の高級スポーツカーと解く
その心は、～ その名も高き、名車「ミウラ」

【川村会長締め括りの一句】

三浦次年度会長と掛けて事業計画と解く
その心は、～ しかい良好、かいちょうに推進

トランプと掛けて米大統領選挙と解く
その心は、～ あなたはクイーンに勝てるか

2015～2016年度並びに2016～2017年度
合同 理事・役員・各委員長慰労会・懇親会 ＩＮ 柿右衛門


