
       2016年12月21日（水） 

           （第2699回） 

        2017年01月11日（水） 

             （第2700回） 

前回例会（2698回）12/17 の主な内容 

      
      
    

例会日 出席 欠席 出席率 

12月17日 
12月10日 

38 

21 

   （内免除者 
        1名） 
   （内免除者 
        0名） 

5 89.74%【会員43名】 

メークアップ2名（55.26％） 

    

2016~17・RIテーマ 

22 

   疾病予防と治療月間   

１、カロミオ・ベン 2、白い恋人たち 3、ムーングロー 
 

本日のピアノ演奏 

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

    「 新春邦楽演奏会 」 

 中島警子会員･桐絃社社中の皆様 

   担当：会長・幹事 

2016～2017年度クリスマス家族親睦会 

◎会長の時間 （ 会長 三浦 均 ） 
 皆さん今晩は!! 
 ただ今ご紹介いただきました三浦です。 
 
 今日は「クリスマス例会」並びに「クリス
マス家族親睦会」に会員の皆さんをはじめ、
ご家族、お友達など多数の方達にお集まりい
ただき、誠に有難うございます。 
 
 会員以外の方に多数ご参加いただいており
ますので、ロータリークラブについて少し説
明させていただきたいと思います。 
 今年の国際ロータリーのテーマが「人類に
奉仕するロータリー」とありますように、
ロータリークラブは「社会奉仕団体」であり
ます。 

◎ 幹事報告  

  （石谷 隆子 幹事） 

1、次週の例会12月21日（水）は 

 有りますので是非ご出席を 

 お願い致します。 

２、事務局の年末･年始のお休み 

  2015年12月29日（木） 

    ～2016年1月4日（水） 

（～次ページに続く～） 



  

石井 会員 今年も亦、クリスマス会に 
      参加出来て喜んでいます。 
   
 12／17 ニコニコBOX  595,000円   

◎大野 智子 次年度会長挨拶 
 並びに次年度理事役員紹介  

◎松尾 安彦 次々年度会長挨拶  

 皆様改めましてこんばんは、今日はようこそお出で頂きまし
て有難うございました。 
 
 ただ今、ご紹介頂きました次年度会長の大野でございます。
1年前に推薦頂きこの歴史と伝統と名誉ある守口ロータリーク
ラブの女性会長として大役をおおせつかり不安で一杯でござい
ます。 
 
 近づいてくると身の引き締まる思いをしております。幸いに
経験深い理事、役員の皆様に恵まれまして大変心強く安心して
おります。理事、役員の皆様に恵まれまして大変心強く安心し
ております。理事・役員の皆様に助けられて次年度頑張って参
ります。会員の皆様、ご家族の皆様、事務局並びに関係者の皆
様の温かいご指導、ご支援、ご協力を賜りますよう心よりお願
い申しあげまして挨拶とさせていただきます。皆様と共に守口
ロータリークラブの名を汚さないように奉仕活動に頑張って参
りますのでどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 次々年度会長の松尾です。 
  
 私、入会して21年、今迄何回も、会長候補として声を
掛けてもらったのですがお断りして参りました。この度
石橋会員に説得され、とうとう引き受ける事にいたしま
した。未だどう言う事業を行うか決めていません。 
 
 「継続は力なり」と言う私の好きな言葉があります。
今迄継続している「薬物乱用防止教室」中島先生の「お
箏の出前授業」「こども議会」「中学生スピーチコンテ
スト」等、大事に引き継いで行きたいと思っています。
又、皆様方のご提案も宜しくお願い致します。 
 
 三浦会長の後姿を見、大野次年度会長の前姿を見て勉
強して行きたいと思っております。皆様方のご協力宜し
くお願い致します。 

 その発祥は20世紀初頭のアメリカ、シカゴの街です。当時シ
カゴは著しい経済発展の陰で、商業道徳の欠如が目に余るよう
になっておりました。それを憂えた青年弁護士ポール・ハリス
は、友人3人と語らって、お互いに信頼できる公正な取引をし、
仕事の付き合いがそのまま親友関係にまで発展するような仲間
を増やしたいという趣旨でロータリークラブという会合を作り
ました。その後志を同じくするグループが世界200以上の国と地
域に広がっていったのです。 
 
 現在、ロータリークラブは、職業倫理を重んじる事業及び専
門職務に携わる人の集まりであり、社会への奉仕の理念で活動
しています。奉仕の理念とは、他者への思いやりの心、助け合
いの心、お役に立つ行いをしようという心です。 
 
「職業奉仕」というロータリー固有の考え方がございます。職
業倫理を大切にし、自分の従事する職業を誠実に行うことで社
会に貢献するという思想です。 
 
 我々ロータリアンは、実業人、専門職業人の集まりですが、
我々にとって最大の課題は、「本業をさらに継続的に発展させ
るにはどうしたらよいか？また、事業主と従業員、顧客先すべ
てが恩恵を受けるにはどうしたらよいか？」ということでしょ
う。ロータリーはそれを勉強する場と私は捉えております。 
 
 その答えを今年度2660地区ガバナーの松本進也氏は「The 
Ideal of Service」にあると言っておられます。理想的な奉仕、
と申しましょうか。つまり、「我欲を捨てて、目先の欲に目が
くらむことなく、相手のことを考えなさい。それは必ず将来
返ってくる。それがビジネスで成功し継続する極意だ、『天知
る、地知る、人の知る』だ」と言っておられるのだと思います。 
そして、このことは、長くロータリーに出席しているうちに、
諸先輩方の言動から学び、受け継がれ、お互いに切磋琢磨して
高められて行くものと、私のつたない経験からも申し上げられ
ます。 
 
どうか、ロータリークラブの活動にご理解頂き、今後ともご支
援ご協力をいただきたく、心よりお願い申し上げます。また、
ロータリークラブへのご参加、お友達のご紹介をいただけまし
たら幸いです。 
 以上で会長の時間を終わらせて頂きます。 

（会長の時間、前ページからの続き～） 



  

☆ 三浦  均  会長挨拶 

☆乾杯・・・川村  弘和 パスト会長 

クリスマス家族親睦会 〇司会進行 
 ・・佐々岡  慎治  会員 

☆来賓挨拶 
 ・・守口市長 西端 勝樹 様 

 皆様、今晩は、メリークリスマス 
 本日は大勢のご家族の皆さまが今年もご参加くだりました誠に
ありがとうございます。 
 
 大変、長らくお待たせをいたしました。これからは美味しいお
酒やお料理、おしゃべりで楽しい時間をお過ごし下さい。今年も
ＵＫさんの音楽や、漫才など楽しみです。お子様にはサンタさん
が登場してプレゼントが楽しみです。 
 
 それでは、三浦会長年度の後半のご活躍とご列席の皆様のご健
勝とご多幸をご祈念致しまして乾杯いたしたいと思います。声高
らかにご唱和ください。   
 
“乾杯” 
 
 ありがとうございました。 

 皆さん、改めましてこんばんは!! 
 開会にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。 
今日は今年一年の締めくくりとなるクリスマス・パーティに会
員の皆様はじめ、ご家族やお友達の皆様、ローターアクトクラ
ブの皆様、ならびにOBの皆様ほか多数のご参加をいただき、誠
に有難うございます。 
 また、お忙しい中、守口市市長にもご出席を賜りまして、心
より御礼申し上げます。 
 今年度も何とか無事半年が経過致しましたが、これもひとえ
に皆様のご協力のおかげと感謝致しております。残る半年も精
一杯精進させて頂きますので、変わらずご支援の程よろしくお
願い致します。 
 
 先ほど次年度会長のご挨拶、次年度理事役員ご紹介、並びに
次々年度会長のご挨拶がございましたが、このように守口ロー
タリークラブは毎年歴史を踏まえながら、柔軟に力強く新たな
体制で活動して参ります。皆さま、今後ともご支援のほどよろ
しくお願い申し上げます。 
 
 それでは、ただ今から楽しいクリスマス・パーティに移りた
いと思います。 
 今日のパーティの開催に当たりまして、今年の夏からいろい
ろ企画・ご準備くださいました三宅親睦委員長をはじめとして
委員の皆様方に厚くお礼を申し上げます。また、今回もお楽し
みの抽選会には会員や関係者の多くの方達から、景品やご寄付
をいただきました。この場をお借りしまして心より御礼申し上
げます。 
 
 最後になりましたが、会場の設営やお料理など長年お世話に
なっておりますアゴーラホテルの皆さん、ピアノの浅井さん、
パーティの運営にお世話になっております事務局やローターア
クトクラブの皆さんにも厚くお礼申しあげ、開会のご挨拶とさ
せていただきます。 
 どうも有難うございました。 

☆クリスマスソング（きよしこの夜）斉唱 
 ソングリーダー・・・佐治 信隆 会員 



  

☆閉会の挨拶・・・松尾  安彦  副会長 

アトラクション 

〇司 会・・・竹嶋 修一郎 会員 
○Ｍ Ｃ＝Ｕ・Ｋ(楠 雄二朗)様  
○アルミカン＝赤阪侑子様、高橋沙織様 
○演 奏＝當村邦明（テナーサックス）他 

 本日は皆様方にはお忙しい中、沢山来
ていただきました有難うございます。 
 楽しい時の時間は経つのは早いもので、
閉会の時間がやってまいりました。 
 
 キッズの皆様も楽しんでいただけまし
たか？来年も来て下さいね。特に再来年
はもっとたくさん来て下さる事を期待し
ております。三浦丸も早いものでもう折
り返し地点を通過しようとしています。  
 来年は「お箏の出前授業」「こども議
会」もございます。残る事業のご参加も
是非お願い致します。 
  
 本日はどうもありがとうございました。 

☆サンタさん（三浦会長）からお子様にプレゼント 

 皆様こんばんは。 
 本年度親睦活動委員長をさせて頂いており
ます、三宅洋行と申します。よろしくお願い
致します。 
 
 本日は年末のお忙しい中、こんなにも多く
の方にご参加頂きまして誠にありがとうござ
います。 
  
 さて本日のプログラムですが、昨年と同様
に今年も前川会員のお力で、守口夢・未来大
使でもあります楠木雄二郎さんに来て頂いて
おります。 
 楠木雄二郎さんは皆様もご存じのとおり
「ちちんぷいぷい」のレギュラーでもありま
すし、数多くのテレビ・ラジオで活躍されて
おります。 
  
 また本日は、楠雄二郎さんのお力添えで松
竹芸能の若手お笑い芸人コンビ「アルミカ
ン」さん、そして関西を拠点としてライブ活
動をしておられますテナーサックスプレイ
ヤーの當村 邦明（トウムラ クニアキ）さ
ん率いるミュージシャン達にも来て頂いてお
ります。 

☆ 三宅 洋行 親睦活動委員長挨拶 
  

 クリスマス会恒例の大抽選会では、多くの
豪華賞品をご用意させて頂いております。 
 
 但し６位以下の商品につきましては、ほぼ
ほぼ同じレベルの商品を取りそろえておりま
すので、早く当たるから良い商品と言う訳で
は無く、どの商品の時に自分の番号が呼ばれ
るかのドキドキ感を味わって頂けたらと思っ
ております。商品につきましてはお手元の商
品リストをご覧下さい。 
 
 また、これらの商品の他に、ホテルアゴー
ラ様からお食事券、会員の皆様からの協賛品
を頂いておりますので、これらの商品も特別
賞としてお渡しする予定にしております。 
協賛品を提供頂きました、ホテルアゴーラ様、
会員の皆様どうもありがとうございました。 
  
 最後に、このクリスマス会を開催するにあ
たりまして、多くの方からのご寄付を頂戴い
たしました事、そして非常に格安な料金でこ
の会場の提供、設営、宴会、裏方等をお引き
受け頂きましたホテルアゴーラ様に、この場
をお借りして御礼申し上げます。ありがとう
ございました。 
 
 それでは皆様、本日は最後までお楽しみ下
さいます様よろしくお願い致します。 



  

菊田会員、中道会員、この度も週報に、 
            写真のご提供ありがとうございました.！ 

『 手に手つないで 』 
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