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             （第2699回） 

前回例会（2697回）12/14 の主な内容 

      
      
    

例会日 出席 欠席 出席率 

12月14日 
11月30日 

30 

38 

   （内免除者 
        2名） 
   （内免除者 
        2名） 

13 68.29%【会員43名】 

メークアップ3名（92.68％） 

    

2016~17・RIテーマ 
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   疾病予防と治療月間   

「守口支援学校の紹介 
       ～就労関係を中心に」 
     守口支援学校 
 担当：青少年奉仕・ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員会 

本日のピアノ演奏 
水谷 出席・プログラム委員長 

◎幹事報告  （幹事 石谷  隆子） 
1、12月9日、10日の地区大会へのご出席 
 有難うございました。 
2、次週12月21日（水）の例会はございま 
 すのでご出席をお願い致します 

石井 会員 次年度の理事・役員皆様の 
      御健斗を祈念して。 
三浦均会員 地区大会、多数出席していた 
      だき有難うございました。 
  
    12／14ニコニコBOX  590,000円         

     本日のピアノ演奏はクリスマスソングです 

 

 「クリスマス家族親睦会」 
    
  担当：親睦活動委員会 

◎お誕生日お祝い 
   
  市橋 智昭会員、前川 正敏会員 



  

◎会長の時間 （ 会長 三浦 均 ） 

卓  話 

先日の地区大会には、年の瀬の何かとご多忙の中、多数
のご出席を賜り、誠に有難うございました。2016～17年度
RI会長代理の台湾人、張吉雄氏の風貌、物腰、挨拶の内容
は、日本人よりも日本人らしく、いたく感動を覚えたのは
私だけではなかったのではないでしょうか？ 

 
また、1日目に日本アドラー心理学会認定のカウンセラ

ーで、顧問の岸見一郎氏の講演「『嫌われる勇気』そして
『幸せになる勇気』～相手の期待に応えない勇気を持つ」
が行われました。氏の「自分の人生は自分だけのもの。人
の期待に応えるのをやめ、自分が『こうありたい』と思え
る行動を取るよう心掛けることで、他人の思惑に左右され
ない自由な生き方ができる。自分の素直な気持ちや意思を
貫く勇気、言い換えればそれは『幸せになる勇気』でもあ
るのです。」というお話は大変興味深かったです。 

 
“一歩踏み出す勇気さえあれば  
  人は今この瞬間から幸せになれる” 
            アドルフ・アドラー 
確かにその通りだと思います。 
 

佐々岡  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43名、
本日の例会出席者数30名であり総会は成立している事をご報告申し上げます。 
  
 
三浦  均  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 
 委員長の宮内会員よりご報告をしていただきます。 
 

◇◇◇第1回新理事会だより◇◇◇ 

 日時：12月14日（水）13：40～ 

 場所：「事務局」出席 

 議題： 2017～2018年度理事役員紹介 

    ・次年度大野会長の初心表明 

 

◇◇◇委員会報告◇◇◇ 

◎親睦活動委員会  （三宅委員長） 

〇クリスマス家族親睦会例会のご案内 

 日時：12月17日（土）18：00～ 

 場所：ホテル・アゴーラ大阪守口２Ｆ 

   「ロイヤルプリンセス」 

 ご出席を宜しくお願い致します。 

  （ご寄付も宜しくお願いいたします。）  

「2016～2017年度年次総会」 

ところで、最近千葉大学医学部の学生の不祥事や、東大や
慶応大など有名大学の学生達による女性へのわいせつ、暴行
事件が相次いでいます。共通しているのは、ゆがんだエリー
ト意識と女性を蔑む上からの目線です。 

 
一方、現在公開中の映画「聖(さとし)の青春」の主人公は

行きつけの古書店で店員の少女にほのかな思いを寄せながら
も、声一つかけられない。モデルになった実在の棋士、村山
聖九段は、難病を抱えたまま将棋界のトップ羽生善治棋聖と
死闘を繰り広げ、29歳で亡くなりました。ライバルと酒に酔
い、名人になる夢を語りながら、ふと漏らします。「女の人
と素敵な恋をして、抱いてみたい」 

 
「異性への憧れとときめき」は本来青春を構成する大切な

要素のはずでした。人もうらやむような学生生活を送ってい
た容疑者達に、果たして青春はあったのでしょうか。 

 

（～右上に続く～） 



  
「 五大奉仕中間報告 」 
 
〇社会奉仕委員会       篠﨑  満伸  委員長 
     事業の進歩についてご報告致します。 
  全中学校で実施している薬物乱用防止教室は、すでに4校で開催を終え、残りの4校は 
 来年、夏休み前の6月、実施の予定です。 また、10月15日（土）自殺防止シンポジウ 
 ムを開催しました。 
  守口は，他市に比べ自殺者が多いことから、これを防ぐ方途を探ろうと実施。 
  全国の自殺の名所で有名な白浜三段壁等で自殺防止の活動をされている方々に、基調 
 講演、パネルディスカッションで、その真髄を語り合ってもらいました。 
   来館者からも質問が飛び出すなど、会場と一体になって自殺を防ぐには、どうすれば良 
 いか、皆んで学ぶ良い機会となりました。 
  今後の守口における自殺防止の対策に向け、ロータリーとして、少しは貢献でき得たの 
 では、と考えます。さらに11月6日開催の守口市民まつりに参加 。“ロータリーのカレ 
 ンダーとして市民の中で定着しつつあるカレンダーをお配りし、守口ロータリーをＰＲす 
 ることができました。 
  会員の皆様方のご指導ご協力に感謝し、中間報告いたします。 
  
〇国際奉仕委員会          神田  隆司  委員長 
・卓話 7月20日（水）卓題「国際奉仕について」 
ロータリー財団地区補助金並びにグローバル補助金を活用した各RCの国際奉仕活動を 
紹介させて頂きました。 
・岩手県大槌町震災遺児支援を実施しますが、今年度は3年計画の3年目（通算6年目）にな
りますので、次年度以降の支援継続の是非を検討する予定です。 
・新たなＷ.Ｃ.Ｓ事業につきましては、委員会で検討しますが、会員の皆様の中で何か活動
案がございましたら委員会に提案して頂きたいと思っております。会員の皆様のお力添えを
お願い申し上げます。 
 
〇職業奉仕委員会        村田 有司 委員長 
 卓話報告 
    2016年8月3日（水） 「会長職を振り返って」   川村 弘和会員 

 事業予定  「中島警子会員のお箏の出前授業」 
    2017年2月9日（木）  守口市立金田小学校 
    2017年2月10日（金） 守口市立梶小学校 
  

○第1号議案 宮内  選考委員長よりご報告 
  
 選考委員は 
  パスト会長より 
  石橋会員、篠﨑会員、白井会員、川村会員、宮内会員 
  現理事より 
   橋本会員、菊田会員です。 
 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  松尾安彦会員 
 次年度理事 
   無任所理事    佐治信隆会員 宮内勝夫会員  
   直前会長     三浦均会員 
   社会奉仕担当理事 廣瀬彰久会員  
   国際奉仕担当理事 前川正敏会員 
   職業奉仕担当理事 石橋高夫会員 
   青少年奉仕･ﾛｰﾀｰｱｸﾄ担当理事 橋本泰明会員 
     クラブ奉仕担当理事 村田有司会員 
 次年度役員 
   副会長 村田有司会員 
   幹 事 井上智裕会員 
   副幹事 上田祐司会員 
   会 計 白井孝彦会員 
   ＳＡＡ 佃 啓史会員 
  副ＳＡＡ 岡本博雄会員 
 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・・石橋  会計より 
       2016～17年度中間報告 
 2016～17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・・三浦  均  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。 



  

〇青少年奉仕・ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員会   井上 智裕 委員長 
 活動内容 
  7月13日 ＲＡＣ第1例会 
  7月23日 第1回地区献血 京阪樟葉駅において、献血勧誘活動を実施 
  7月27日 ＲＡＣ第2例会 
  8月 4日 寝屋川ＲＡＣ訪問  
  8月10日 ＲＡＣＲＡＣ第1例会 
  8月30日 2660地区親子会 
  8月31日 ＲＡＣ第2例会 
  9月 7日 ＲＣとの合同例会 
  9月24日 正副委員長会議 
  9月28日 ＲＡＣ第2例会 
 10月16日 大阪国際大学訪問 
 10月26日 ＲＡＣ第2例会 
 11月 9日 ＲＡＣ第1例会 大阪国際大学参加 
 11月12日 守口市中学生スピーチコンテスト会場設営準備、写真撮影、DVD作成 
 11月26日 守口支援学校 文化祭 お手伝い 
 11月30日 ＲＡＣ第2例会 大阪國際大学参加 

 事業計画書の進歩状況 
 Ⅰ.ＲＩ2660地区行事への積極参加⇒第1回地区献血参加 
 Ⅱ.クラブフォーラム開催⇒未実施 
 Ⅲ.守口中学生スピーチコンテスト⇒実施済。 ＤＶＤ作成中。 
 Ⅳ.ＲＡＣ会員増強⇒大阪国際大学との連携。 京阪百貨店から新規入会。 
 Ⅴ.ＲＣ、ＲＡＣ合同例会⇒実施済み。 
 Ⅵ.大阪国際大和田インターアクトとの連携⇒大阪国際大学よりＲＡＣ受入状況により、実施予定。 
  
〇クラブ奉仕委員会 石谷 隆子 幹事 
            （松尾 安彦 委員長 代理） 
1、ロータリー情報委員会 
  ①2016年8月3日 岩宮孝子会員・松本茂会員のインフォメーション済み。 
  ②11月入会の出田会員のインフォメーションは済んでいません。 
  

2、職業分類・会員選考委員会 
 新入会員 ：出田会員1名・・・職業分類は不動産管理 
 卓話担当 ：9月14日 石橋会員ご紹介 藤大慶様  
      （社会福祉法人  るんびに苑 理事長） 
  

3、親睦活動委員会 
  11月19日（土）に丹波篠山方面へ家族親睦旅行を開催いたしました。 
  12月17日（土）にはクリスマス家族親睦会、来年の春には親睦ゴルフコンペを開催する予定です。 
  

4、出席・プログラム委員会 
  会員の皆様の例会への出席を促しており卓話の依頼をさせていただております。 
 今後とも宜しくお願いします。 
  

5、広報雑誌・会報委員会 
  7月26日(火)ホテル・アゴーラにて委員会を開催し委員会活動の具体的方法につき検討しました。 
  11月16日（水）例会にて卓話を担当し、委員3名分担で「ロータリーの友」を郎続しました。 
   11月26日(土)薬業会館にて地区クラブ広報クラブ委員長会議に出席しました。 
    週報を作成し毎週の例会で発行してきました。 
  

6、会員増強委員会 
 本年は会員全員で増強に取り組むため、１ユニット３名で１３ユニットに分かれて取り組んで 
います。 
 すでに入会頂いた会員や見学に来て頂いた方もありますが、今後ますます皆さんにがんばってい
ただくところであります。 
 特に今からは、見学に来て頂く方を、各ユニット１名以上お願いしています。各ユニットの皆さ
ん是非来て頂いて下さい。ユニットリーダー会議でも活発な情報交換をさせて頂いています。川村
直前会長のユニットではユニット会議を開催するなど積極的な活動をされています。各ユニットの
皆さんには、本年度前半で充実した情報と人脈をこれからの後半で展開して頂けると思います。 
 みなさん！まずは見学に来て頂いてください。宜しくお願いします。 
 

7、記念基金管理委員会 
  守口市新庁舎石銘板寄贈・・・・・1,164,240円 
  自殺防止シンポジウム・・・・・・・・・509,495円 
  以上支出しております。 
 

8、クラブ研修委員会                 
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