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2016～2017年度ＲＩ会長
ジョン・ジャーム氏（アメリカ）
本日のピアノ演奏

2016~17・RIテーマ

1、めぐりあい2、太陽がいっぱい 3、ひまわり

三浦丸、出港！
2016年07月20日（水）
（第2679回）

2016年07月13日（水）
（第2678回）

「2016～2017年度挨拶」

「国際奉仕について」

各委員会・委員長
担当：会長・幹事

神田 隆司会員
担当：国際奉仕委員会

例会日

出席

欠席

出席率

07月06日

（内免除者
33
3名）

7

82.50%【会員42名】

06月22日

32

（内免除者
2名）

メークアップ3名 （80.00％）

前回例会（2677回）07/06 の主な内容

川村直前会長

⇒ 三浦均会長へ 木槌の引継ぎ

2016～2017年度初例会
◎2015～16年度出席100％表彰
皆勤賞・・川村会員、大野会員
精勤賞・・石井会員、三浦均会員、井上会員
菊田会員、中島会員、水谷会員、廣瀬会員

他谷直前副幹事 ⇒ 石谷隆子幹事へ 重要書類引継ぎ

◎お誕生日お祝い
佐々岡慎治会員

◎乾杯の音頭（川村直前会長）
「・・・しかい良好、かいちょうに推進。乾杯！」

◎三浦会長より記念品贈呈
（記念品のバッジ贈呈）
川村直前会長
大野直前副会長

◎会長の時間

（ 会長 三浦 均 ）

卓
会

話
長

「2016～2017年度
三浦

挨拶」

均

この度2016～2017年度の会長を仰せつかりました三浦です。
先ほど川村直前会長より木槌の引継ぎを受けましたが、五十
五年余の歴史と伝統の重みを感じ、身の引き締まる思いです。

「鉢の木」
能「鉢の木」として知られている「佐野源右衛門常世」
の奉公潭を思います。
佐野源右衛門常世は鎌倉幕府の御家人です。領地を多く
持つ有力な武士だったのですが、領地を騙し取られ、今は
貧乏暮らしをしています。
ある冬の夕暮れ、粗末な成りをした旅の僧が常世のあば
ら家の戸を叩き、一夜の宿を乞います。哀れには思います
が、貧しさ故もてなす術もありません。一度は断るのです
が、すでに日も落ち、山道には狼も出ます。雪は止む気配
もありません。妻の取り成しで、土間の片隅でも良ければ
と、招き入れることになりました。
粥だけの夕食を共にし、問わず語りに常世は旅の僧に身
の上話をするのです。もともとは鎌倉幕府直属の御家人。
騙されて土地を失い、貧乏してはいるが、いざ鎌倉、緊急
事態に鎌倉に集まれ、となれば、貧しいながらも養ってい
る痩せ馬に跨り、駆けつけるつもりだ、と。
寒さが一段と厳しくなりますが、薪すら尽きました。す
ると常世は、飾ってあったそれは見事な鉢を3鉢持ってきて、
盆栽の木を炉にくべようとします。
僧が驚いて止めようとすると、常世は言うのです。
「先祖伝来の鉢、松、梅、桜。今の自分には不相応なもの。
せめて暖をもてなし替わりに。」
翌朝、朝日の中を旅の僧は礼を述べて去って行きました。
それから数日後、「鎌倉に集まれ！」と早馬がかかります。
常世は痩せ馬に跨り、貧しいながらのも身支度を整えて、
集合場所に駆けつけました。
すると、幕府の最高責任者「執権」の席に、先の僧がい
るではありませんか。その僧こそ、時の執権、最明寺入道
こと北条時頼だったのです。
「やあ、来たか、常世！ その方の話、幕府で調べたぞ。
すべてお前の言う通りだった。あの夜の礼に、松、梅、桜
の名のついた領地を新たに与えることとする。」…
そんな話です。
常世は、旅の僧に対し、自分ができる最高のもてなしを
しようと考えた。相手の貴賤にかかわらず、人間が人間に
できる今の最善は何か、そう考えた結果のことです。

そこで、本年度守口ロータリークラブとして次のような取
り組みをして参りたいと存じます。
① 地域社会に貢献する奉仕活動を通じて、ロータリーファ
ンを増やす。
② 会員相互の友情と絆を深め、元気なクラブを目指す。
③ ロータリーにふさわしい会員の増強を図り、人的にも
財政的にもしっかりした基盤を築く。
これらの活動を、これから一年間、理事、役員、各委員長
並びに会員の皆様方とともに推進して参りたいと存じます。
皆さま、どうぞ温かいご指導と積極的なご協力を賜りますよ
うよろしくお願い申し上げます。

◇◇◇委員会だより◇◇◇
社会奉仕委員会
日時：7月6日（水）11：30～
場所：「事務局」出席：8名
議題：社会奉仕委員会事業計画の説明
・薬物乱用防止教室について
・守口市民まつり【11月6日】
・自殺防止最前線シンポジウム
【10月15日（土）13：00～】

◇◇◇第1回理事会◇◇◇
日時：7月6日（水）14：40～
場所：「飛鳥」出席：13名
議題： 上期会費請求書について
・寺方提灯踊りお祝い金について
・同行会について
・事務局人事について
・職業分類変更について

◇◇◇第1回クラブ協議会◇◇◇
日時：7月6日（水）13：40～
場所：「飛鳥」出席：22名
議題：事業計画書について

「一年がたつのは
早いねえ～」
（菅野会員）

第一回クラブ協議会

「自分にできることは、何かないかと常に考え、行動し
ようとする」それは、日本人が心に抱いてきた「気立て」
と言って良いでしょう。
今の時代にも受け継がれた、日本人の特性であると思い
ます。

さて、今年度国際ロータリー会長ジョン・Ｆ・ジャーム氏
は、ＲＩテーマを、
「Rotary Serving Humanity」（人類に奉仕するロータ
リー）とされました。
それに基づいて2660地区松本進也ガバナーは「The Ideal
Service」（ロータリーの根幹精神）という地区方針を示さ
れております。

無任所理事

橋本

泰明

今年度無任所理事を仰せつかりました橋本です。
今年度三浦会長は就任前よりさまざまな計画の試案をお持ちで、新理事会等
を通じてその実現に多大の努力をなされています。その一部は年度に入るにあ
たり細部の検討も行われ、実現に向かって着々と準備が進められております。
このような活動は、この１年間を通じて守口ロータリークラブを率いてゆこ
うとする、三浦会長の心意気を示すものだと考えております。会員の皆様にも
ご期待いただき、また今後ご協力を頂いて、この年度が進んでゆけばと考えて
おります。
私も今年で在籍25年になります。クラブには私より遥かに経験のある多数の
先輩が活躍されておりますが、私なりの経験を活かして少しでも会長を補佐し、
お役にたてることがあればと考えております。

無任所理事

菊田

芳

今年度無任所理事を仰せつかりました菊田でございます。
無任所理事はその名の通りどの部門も担当しない理事ですが、反面、会長の
指示のもと総ての部署に対し、云わば遊軍的に関わっていく理事だとも思って
います。今年度会長は意欲的に事業活動を行っていかれますので、微力ながら
協力していきたいと思っております。この一年どうぞよろしくお願いします。

直前理事

川村 弘和

今年度、直前会長と云うことで無任所理事を仰せつかりました川村でござい
ます。単年度制を基本とするロータリーに於いて前年度から今年度へスムーズ
に移行できるようお手伝いすることが役目かと思います。
前年度に戦略計画委員会で「ビジョン６０」の５ケ年目標と計画が提言され、
目標が計画通りに進むよう微力ではございますが前年度の経験を踏まえ精一杯
がんばって務めさせていただきますので、よろしくお願い致します。

クラブ奉仕委員長

松尾

安彦

この度、副会長を仰せつかりました松尾です。
最近では数名の方が新入会員として入会していただきましたが、これからも
会員増強も進めていくわけですが、むずかしい問題、また今在籍されている会
員の方を減少させない事も大切です。ロータリークラブでは出席義務が大事と
いわれています。その事が負担になって長欠退会という事になるかも知れませ
ん。気楽に、楽しい会を意識しての運営も考えて見てはと、思っております。
例えば私過去に行った卓話でプロの落語家を呼んだ事もありますし、最近で
は守口市の歴史検定試験も行ないまして何かユニークな例会も期待したいと
思っております。川村前会長の時はグルメ、観劇、同好会が発足しました。今
年度はそれに加えて旅行同好会も発足したいと思っております。
事業については子ども議会、お箏の出前授業、薬物乱用防止教室と、また今
年度は自殺防止講演会等、ぜひとも成功させて行きたいと思っております。ど
うか宜しくお願い致します。

社会奉仕委員長 篠﨑

満伸

今年度、社会奉仕委員長を仰せつかりました篠崎でございます。
ロータリー五大奉仕部門の一つを担当することになり身の引き締まる思いで
あります。
今年度の事業は「薬物乱用防止教室」をはじめ「守口こども議会」「守口市
民まつり、交通安全運動への参加」「社会奉仕賞の表彰」等、加えて本年度は
ロータリー財団地区補助事業としての「自殺防止シンポジウム」をも開催いた
します。
こうした地域社会に貢献する社会奉仕活動を通じて認知度の向上、公共的イ
メージアップに努めてまいる所存であります。
この一年間、皆さま方には何かとお世話になることと存じますが、ご指導、
ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

職業奉仕委員長

村田

有司

この度職業奉仕委員長を担当する事になりました村田です。
お箏の出前授業と自己紹介で10分卓話を中心に地域に密着した活動を行って
行きたいと思います。皆様方のご指導、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

国際奉仕委員長

神田

隆司

今年度国際奉仕委員長を仰せつかりました神田です。
世界社会奉仕活動Ｗ.Ｃ.Ｓは国際奉仕部門で中心となる事業であり、守口
ロータリークラブの顔とも言うべき重要な事業です。
今年度はフィリピンでの奨学金贈呈事業（スモーキーマウンテン・スカ
ラーシップ）にかわる新たなる事業を模索しなければならない年度になりま
す。また、東日本大震災人道的支援（岩手県大槌町震災児支援）は６年目を
迎え、支援継続の有無も検討しなければなりません。
私自身国際奉仕に関わるのは初めてのことですので、皆様方にご迷惑をお
掛けすることとは存じますが、その責務を全うできるよう頑張ってまいりま
すので、一年間ご指導とご協力をお願い申しあげます。

青少年奉仕・ローターアクト委員長

井上 智裕

本年度、青少年奉仕ローターアクト委員長をさせて頂く井上でございま
す。
青少年奉仕では「中学生スピーチコンテスト」の支援を行い、心に残るス
ピーチを例会で紹介できればと思っております。
ＲＡＣ関連では、会員の皆様に再度ＲＡＣの現状を認識し理解を深めてい
ただくため、合同例会の開催やＲＡＣ例会への参加協力並びにＲＡＣの会員
増強の手助けをお願いしたいと思っております。
皆様のご指導ご協力をお願い申しあげます。

幹

事

石谷

隆子

今年度、幹事を務めさせて頂きます石谷でございます。
不行き届きな点が多いと思いますが、どうぞご指導、ご鞭撻を賜ります様
お願い申しあげます。
地区から「幹事の仕事」というテキストを頂きました。その中に「幹事の
仕事はクラブの円滑な運営を援助すること」とありました。大変難しい事と
痛感致しました。微力ではございますが、お役に立てる様、出来る限り努め
てまいりますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

Ｓ．Ａ．Ａ

佐々岡

慎治

本年度Ｓ．Ａ．Ａという大役を仰せつかりました佐々岡です。
司会進行については苦手ではございますが、和やかな例会運営のために努
力してまいります。座席や食事についても皆様のご意見を伺いながら決めさ
せていただきます。至らぬ点多々あると思いますがご指導のほどよろしくお
願いします。

◎幹事報告

深田 会員 三浦丸の洋々たる船出を祝して。
中道 会員 川村会長、役員の皆さん御苦労様でした。
三浦年度の船出を祝して。
西原 会員 三浦丸の船出を祝して。
石井 会員 三浦年度の平穏なスタートを喜んで。
菊田 会員 三浦丸の出帆を祝して。
石橋 会員 三浦執行部船出を祝して。
橋本 会員 三浦会長年度の発足を記念して。
白井 会員 三浦年度の一年間のご活躍を祈念して。
篠﨑 会員 三浦会長年度のスタートを祝して。
川村 会員 三浦丸の出港を祝して。
大野 会員 三浦会長年度のスタートと女性会員の入会
をお喜び申し上げます。
雛壇 一同 今年度一年間どうぞご指導頂きますよう
宜しくお願い申し上げます。

7／06ニコニコBOX

83,000円

（幹事

石谷

隆子）

1、事業計画書をメールBOXに配布しています。
2、例会後新年度写真を撮影致します。
3、写真撮影終了後クラブ協議会並びに理事会
を開催致します

◇◇◇委員会報告◇◇◇
社会奉仕委員会

（篠崎委員長）

薬物乱用防止教室のご案内
○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～

親睦活動委員会

（三宅委員長）

○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

