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本日のピアノ演奏

2016~17・RIテーマ

1、アニーローリー 2、サマータイム

3、小さな竹の橋で
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「 2017～2018年度就任挨拶 」
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三浦丸 帰港の点鐘～

「 2017～2018年度挨拶 」
各委員会委員長
担当：会長・幹事

出席率
69.05%【会員43名】
メークアップ3名（78.57％）

前回例会（2721回）6/28 の主な内容
水谷出席・プログラム委員長
深田
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中島

会員

石井 会員
三浦均会員

◎幹事報告（幹事 石谷 隆子）
1、７月５日の年初例会は12時20分～始まります。
2、記念写真を撮りますので、ネクタイ着用でお願
いします。
3、7月5日例会終了後、次年度クラブ協議会並びに
理事会を行います。
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会員

石谷

会員

中道
篠﨑

会員
会員
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三浦丸の大漁を祝して。
皆さん久しぶりです！ 中旅行に行って来ました。
いずみホール無事終了致しました。皆様のお陰げ
でございます。
三浦年度の無事終結を喜んで。
一年間いろいろお世話になり本当にありがとう
ございました。
この一年間お世話になりました。御協力ありがと
うございました。
この一年お世話になりました。何とか今日の日を
迎えることが出来ました。有難うございました。
雛壇一同様、ご苦労様でした。
三浦会長はじめ、理事、役員の皆様、ご苦労様で
した。
三浦丸の無事帰港を祝して。
ヒナ壇の皆様、1年間お疲れ様でした。
三浦丸の無事着岸をお祝いして！！
三浦会長を初め執行部の皆様ご苦労様でした。
次年度のご協力お願い致します。
中島先生、宮城道雄をしのぶ箏の夕べにお呼び
頂き、有難うございました。
06／28ニコニコBOX

1,230,000円

◎会長の時間

（ 会長 三浦 均 ）
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会長

三浦

均

2016～2017年度会長任期を終了するにあたり、一言ご挨拶を
申し上げます。
一年前に会長に就任する時、自分に会長職が務まるか、正直
とても不安でした。そんな私に、諸先輩方がいろいろアドバ
イスしてくださり応援してくださいまして、本当にありがた
かったものです。

徳川家康の統治と読書
本日で私の会長の時間も最終回を迎えます。この一年、
私の退屈な話を辛抱してお聞きくださり、ありがとうござ
いました。
最後のお話は、徳川家康です。

実際、試行錯誤の中、松尾副会長、石谷幹事、佐々岡S.A.A、
上田副S.A.Aをはじめ、理事、役員の方々、そして会員の皆様
や事務局の方々にいつもお助けいただいて、一つ一つ乗り越
えて、何とか任期を全うすることができました。過ぎてしま
えば、楽しかった、充実していた、と良いことしか思い浮か
びません。ご支援くださった皆様に心よりお礼申し上げます。
本年度RIテーマは「人類に奉仕するロータリー」であり、
また、2660地区ガバナー方針「〝The Ideal of service“―
ロータリーの根幹精神」のもと、①地域に貢献する奉仕活動
②会員相互の親睦と信頼 ③会員の増強 を目標に掲げて、
皆様と共に一年間取り組んでまいりました。

日本史に登場する歴史上の人物の中で、好きな武将と言
えば、織田信長や豊臣秀吉を挙げる人が多いのではないで
しょうか。それに引き換え、徳川家康は、1603年に江戸幕
府をおこして大政奉還までの265年もの長期天下を統一し
た偉大な業績にもかかわらず、人気がないようです。

①は、 市民祭りへの参加、守口市市政70周年記念式典出席
および市役所銘盤寄贈、主催行事といたしましては、薬物乱
用防止教室、スピーチコンテスト、子ども議会、出前授業を
行い、恒例行事として高い評価を頂いておりますが、今期の
試みとして、自殺防止シンポジウムを行いました。

しかし、国内の評価とは反対に、なぜか海外からの評価
は高く、特にアメリカの歴史学者によりますと、家康は日
本で初めての「大帝国」を作り上げ、一国の管理運営に成
功した偉大な「政治家」であると分析されているそうです。
「関ヶ原の合戦」はアメリカの南北戦争と同じ意義を持ち、
江戸に徳川幕府という中央政権を樹立した「初代大統領」
との見方なのです。

守口市長の卓話、クリスマス例会へのご出席も頂き、今後
の市との連携を深める良い機縁となるよう願います。このよ
うな取組を通じて地域の未来にいささかでも貢献できたので
はないかと存じます。

では、なぜそんなに大成功を収めたか、ですが、あまり
知られていませんが、家康が大変な読書家だった事からだ
と考えられています。8歳で今川家に人質に出された幼名
竹千代は、兵法、儒学、易学、医学など本への興味を示し、
その読書熱は生涯続き、75歳までの生涯の読書量はなんと
1万冊を超えたそうです。戦をする時は「孫子の兵法」を
もとに作戦を立て、領地を治める時は「政は人心を得るに
あり」と書かれた「論語」を参考に、税を安くするなど、
人心をつかみます。

②は、クリスマス親睦会、秋の日帰り旅行、家庭集会（サ
ンバカーニバルナイト、アゴーラ・オクトーバー・フェスト、
れんこん屋、一番地）、淀川船の旅、100％出席例会を通じ、
ご家族ぐるみの親睦も深められたかと存じます。
③は、皆様にご協力頂きましたが、3人チームでの取り組み
がなかなか実を上げず、残念ながら実質1名減の41人となって
しまいました。私の力不足を深く反省いたす次第です。申し
訳ございません。取り組みの継続を来期にお願い致します。
この一年間、本当に有難うございました。

そして、慶長5年天下人となった家康は長年の夢であった
日本一の図書館を江戸城内に作ります。その蔵書は11万冊
を超え、晩年は出版にも力を入れます。その流れは８代将
軍吉宗にも引き継がれ、庶民に読み書きを教えるための本
を出版し、全国の寺子屋で教科書として使われました。日
本が世界有数の識字率を誇るのは、家康のお蔭ともいえる
でしょう。
『世の物事がどうあるべきかを教え あるいは知るには
本しかない 物事の正しい道筋が分かれば 世は治まり
戦がおきることはない』
家康は、本によって平和な世界を作りあげた偉大な「政
治家」なのでした。
家康ほどではありませんが、私も読書が好きです。私達
の人生においても、読書は有用です。日々起こる問題は常
に形を変えて現れ、自分の少ない経験だけでは対処しきれ
ません。本を読めば、自分の知らない知識や物の考え方を
幅広く得ることができ、何より自分の生きる指針を培うヒ
ントになります。
一年間、ご清聴ありがとうございました

◇◇◇次年度親睦活動委員会報告◇◇◇
（三宅副委員長）
日時：7月25日（水）18：30～
場所：パノラマスカイレストランアサヒ
会費：10,000円

◇◇◇青少年奉仕・ローターアクト
委員会報告◇◇◇（井上委員長）
ローターアクト第1回地区献血のご案内
日時：7月23日（日）10：00～※雨天決行
場所：①難波バス停横②イオン大日前
③京橋駅前④樟葉駅前⑤梅田HEP前
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無任所理事

菊田 芳

この一年無任所理事を勤めさせていただきました菊田です。この一年を振り返ってみま
すと、可もなく不可もなく無事に勤めることが出来ましたのも、会員の皆さんのご協力の
おかげだと感謝いたしております。有難うございました。

無任所理事

橋本 泰明

今年一年間、三浦会長の元で無任所理事として努めさせていただきました。会員の皆様
や理事会メンバーの皆様のお陰で、充実した年度を過ごすことが出来ました。今年は年初
から三浦会長の発案で自殺防止セミナーを開催するなど、クラブ一丸となって活動を行う
ことが出来ました。来年度以降も守口ロータリークラブがますます活躍することを祈念し
て、退任の挨拶とさせて頂きます。

直前会長理事

川村 弘和

会長の後は、直前理事と云うことで１年間勤めさせて頂きましたが、３役にこれと言っ
たアドバイスもしておりません。お役に立てたかどうか疑問であります。むしろアドバイ
ス自体いらないくらい、しっかりと自殺防止シンポジュームも成功でしたし、事業計画を
着実に推進されたことは見事でした。
一つだけ申し上げれば、戦略計画の「ビジョン６０」の２年目の目標が計画通りにいか
なかったことが残念に思います。
最後になりましたが、三浦会長はじめ執行部の皆さんの１年半に渡るご努力に感謝申し
上げ、退任のご挨拶とさせて頂きます。

副会長（クラブ奉仕委員長）

松尾 安彦

三浦会長年度のご協力くださいまして有難うございます。また、各委員会の皆様方には
委員会事業、ご苦労様でした。
担当しましたクラブ奉仕事業を概略を報告します。
○ロータリー情報委員会
2016年度規定審議会のクラブ運営に大幅な柔軟性という事で、中道委員長より説明をい
ただきました。
○親睦活動委員会
クリスマス家族会を始め丹波篠山の日帰り旅行等6回の親睦活動をしていただきました。
○出席・プログラム委員会
30年以上表彰者4名と各年度表彰をしていただきました。
○広報雑誌・会報委員会
「ロータリーの友」を郎続と卓話で「古代史の異説」を2回に渡り、お話ししていただ
きました。
○会員増強委員会
ユニットリーダー会議を実施し、2名の新会員に入会して頂きました。
○記念基金管理委員会
自殺防止シンポジウムと、市役所新庁舎の石銘板の寄贈に基金を使いました。又、石橋
会員よりニコニコ箱を通して記念基金に多額をいただきまして有難うございました。

社会奉仕委員長

篠﨑 満伸

退任にあたり、一言お礼のご挨拶を申し上げます。当委員会は今年度、地域社会に貢献
する奉仕活動を目ざし、次の事業を推進してまいりました。
薬物乱用防止教室をはじめ、市民まつりへの参加、守口子ども議会などの開催。そして、
単年度事業として、ロータリー財団の地区補助金を活用し、自殺防止シンポジウムを行い
ました。
守口は過去に府下ワースト三に入るほど、自殺者の多い町。そこで全国から、その道の
エキスパートの方達に集まってもらい、自殺を防ぐ、神髄と方途について、市民と共に学
ぶシンポジウムを開催しました。
守口ロータリーとして、課題の提起と解決を探る機会を提供できたこと、そして将来に
おける、自殺対策に一定の方向性を示せたことは、喜ばしい限りであります。
皆様方のご指導ご協力により、各種事業、無事終える事が出来ました。衷心より感謝と
お礼を申し上げ退任のご挨拶と致します。
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職業奉仕委員長

村田 有司

三浦会長のもと皆様方のご協力、お力添えを得まして、無事、職業奉仕委員会の活
動を終える事が出来ました。大変有難うございました。
10分間卓話、出前授業を中心に活動しましたが、出前授業では中島警子会員には、
物心両面に亘り大変お世話になり、ありがとうございました。

国際奉仕委員長

神田 隆司

今年度国際奉仕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。
東日本大震災人道的支援（岩手県大槌町震災児支援）は前年度をもちまして一区切
りということになり、2011－2012年度より継続してきました支援は通算5年で終結する
ことになりました。
事業としては前年度に終了しておりますが、フィリピンでの奨学金贈呈事業（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.）は、今年に最
後の5名が卒業し、事業開始より25名が卒業しました。このM.S.S.事業並びにソーラー
ランタン配布事業につきましては、水谷会員にご尽力を賜り、活動報告（写真）をア
ルバムに整理して事務局に保管しておきますので、ご覧になってくださいますようお
願い申し上げます。
この１年間当委員会にご協力を賜り有難うございました。

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・ローターアクト担当委員長として努めさせていただきました。
会員の皆様のサポートで事業計画に基づいて事業遂行を行うことが出来ました。特に
ローターアクトのサポートはクラブの皆様の多大なるご支援を頂き、2019-2020年度地
区年次大会ホストに向けて、新たなる陣容でスタートできる体制が出来ました。来年
度も守口ロータリークラブがますます盛り上がることを祈念して退任の挨拶とさせて
頂きます。

幹事

石谷 隆子

今年度、三浦会長のもと幹事を務めさせて頂きました。「幹事の役割」を地区から
のテキストで読んだ時に、その重さに戸惑いましたが、会長はじめ会員の皆様のお陰
で、何とか無事に終える事ができました。誠に有難うございました。

Ｓ.Ａ.Ａ

上田 祐司

4月からＳ.Ａ.Ａの佐々岡会員が人事異動にともないまして退会され、私が急遽、
Ｓ.Ａ.Ａを務めさせていただきました。
皆さまのご協力でＳ.Ａ.Ａを無事努めさせていただきました事お礼申し上げます。
未熟な点が何かと多々あったと思いますが、大過なく勤めさせていただきました事は、
ひとえに皆様のお陰だと感謝申し上げます。

笑顔でしめくくる雛壇の面々

❀この一年間、ご協力と
ご愛読をいただき、
ありがとうございました。
広報雑誌・会報委員会

最終回、ナイスな写真撮影は佃委員でした。

