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本日のピアノ演奏
1、Ｓｕｍｍｅｒ

2、アル・ディラ

3、バリ・ハイ

2017年07月12日
（第2723回）

2017年07月17日
（第2724回）
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「 2017～2018年度就任挨拶 」
理事・役員
担当：会長・幹事

（内免除者
2名）
（内免除者
31
1名）

36

07月05日
06月28日

出席率
92.31%【会員41名】

3

メークアップ2名（73.81％）

前回例会（2722回）7/05の主な内容
2017～2018年度

年初例会

三浦

」

石津 明彦 会員
担当：出席・プログラム委員会

欠席

出席

例会日

大野丸、出港！

均直前会長

◎大野会長より記念品贈呈
松尾安彦直前副会長

石谷隆子直前幹事

◎お誕生日お祝い
山本 雅章 会員

◎三浦 均直前会長から
大野智子会長に木槌の引継ぎ
◎地区米山奨学委員会委員委嘱
廣瀬 彰久 会員

◎石谷隆子直前幹事から
井上智裕幹事へ重要書類の引継ぎ

◎乾杯のご挨拶
（三浦 均直前会長）

◎2016～2017年度

出席表彰

〇出席皆勤賞
三浦均会員

〇メークアップ100％出席賞
大野智子会員 川村弘和会員
篠﨑満伸会員 白井孝彦会員

井上智裕会員

菊田芳会員

◎会長の時間
（ 会長 大野 智子 ）

いよいよ今日から守口ロータリークラブの新しい年度2017
～2018年度が始まりました。本年度会長という大役を仰せつ
かりました大野でございます。
先程、三浦直前会長より木槌の引継ぎを受け、ずっしり大
変重さを感じております。これが守口ロータリークラブの伝
統と歴史の重みであり、責任の重大さ痛感致しまして、身の
引き締まる思いをしております。
健康に留意して、クラブの皆様にご迷惑をおかけしない様
気をつけて魅力ある明るく楽しいクラブを目指して精一杯頑
張りますので皆様の温かいご指導、ご支援、ご協力を心より
お願い申し上げ、挨拶をさせていただきます。後程、卓話の
時間に新年度の御挨拶をさせていただきます。

〇出席精勤賞
石井賢治会員
石橋高夫会員
中島警子会員

石谷隆子会員
佃啓史会員
中道均会員
水谷治人会員

卓

話

会長

大野

「2017～2018年度

挨拶」

智子

今年度ＲＩ会長、イアン、ライズリー氏はＲＩのテーマ「ロータリーに変化をもたらす」
とされ、2660地区片山勉ガバナーは「個性を生かして参加しよう」という地区方針を示され
て、おります。
ＲＩ、地区方針を踏まえて、守口ロータリークラブでは次の基本方針を取り組んで参りま
す。今年度は今のところ、大きな行事は計画しておりません。
（１）今年度は仲間を増やして、ロータリーの根源であります親睦に力を入れたいと
思って居ります。
＊会員相互の親睦を一層深めて、例会の出席率の向上と充実を図る。
＊春秋２回会員家族親睦会、観劇、ゴルフ会（年２回）、クリスマす家族睦会、
＊家庭情報集会を炉辺会合と改めまして（２カ月に１回の予定）
＊親睦をなお一層深めるため月２回、第３、第4の（水）の例会後、事務所にお
いてお茶で、雑談をして頂こうと思っております。今月より始まりますので
多数お集まり下さい。
＊会長の時間を短くしてゆっくりお食事をしていただき、親睦をはかりたいと
思います。
（２）会員増強と維持。３～５名を目標にしています。２名の退会があり、今年度は、
41名のスタートとなりました。
（３）地域社会に貢献するロータリーを目標にしています。特に社会奉仕活動、職業
奉仕活動に重点を置いて行きます。
（４）全ての行事への参加をお願いいたします。
〔 地区大会、ロータリーデー、各委員会 〕
奉仕活動における地区行事【社会奉仕（薬物乱用防止教室、子ども議会）、
職業奉仕（お箏の出前授業）青少年奉仕（スピーチコンテスト）への参加。
特に学校へも出向きますので一人でも多くのご参加をお願い致します。
全員の皆様のご協力無くして実行出来ませんのでどうぞご指導、ご支援をお願い致します。
今年度は村田副会長、井上幹事、佃Ｓ.Ａ.Ａのご協力を頂きながら頑張りますので宜しく
お願い致します。

直前会長

三浦

均

皆さん、こんにちは！ 今年度、直前理事長を拝命致しました三浦です。
まずは、無事大野会長にバトンを渡すことができました事を皆様に感謝を致しますととも
に、大野会長、理事、役員の皆様にお祝いを申し上げます。
今年度は、会長経験者が理事、役員に多く入っておられます。これは、大野会長が、守口
ロータリークラブの原点に帰り、親睦奉仕活動に努め、さらなる発展を願っておられる力強
い意志の表れかと存じます。微力ではございますが、私も１年間勉強させて頂きました事を
今年度に生かして、わずかでもお役に立てられれば幸いに存じます。
一年間、よろしくお願い致します。

無任所理事

佐治

信隆

無任所理事は会長並びに役員の皆さんに運営上の問題についてアドバイスすることが課せ
られた責務だと認識しています。

無任所理事

宮内

勝夫

無任所理事を仰せつかりました宮内です。
皆さまの協力を得ながらこの一年頑張って参りたいと思います。
皆さま宜しくお願い致します。

卓

話

「2017～2018年度

クラブ奉仕担当（副会長）村田

挨拶」

有司

本年度副会長並びにクラブ奉仕担当をさせていただきます村田です。
初の女性会長、大野会長のもと、井上幹事、佃Ｓ.Ａ.Ａ、そして会員の皆様
方と力を合わせて盛り上げていきたいと思っております。どうかこの一年、皆様方のご指
導、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

社会奉仕委員長

廣瀬

彰久

今年も昨年に引き続き地域に貢献できるような事業を実施いたします。薬物乱用防止教
室、守口市において子ども議会、守口市民まつり等を通してロータリークラブ認知度の向
上や公共的なイメージアップに努力いたします。本年度一年間皆様のご協力よろしくお願
いいたします。

職業奉仕委員長

石橋

高夫

本年度職業奉仕委員長を努めさせていただきます石橋です。宜しくお願いします。ロー
タリーの基本である職業奉仕の理念を会員の皆様と確認共有できるような機会をもちたい
と思います。又、2016年ロータリー規定審議会で新たに追加された職業奉仕の規定（標準
ロータリークラブ定款の変更）にもとづく当クラブの具体的方策も検討してみたいと思い
ます。
本年度事業計画としては例年中島警子会員にお願いしております出前授業の実施少し途
絶えております職場訪問を幅広い観点から対象をひろげ、他の委員会とも連携しつつ再開
するを掲げております。皆様のご協力をお願い致します。

国際奉仕委員長

前川

正敏

今年度、国際奉仕委員長に就きましたマエカワ マサトシです。
歴代の守口ロータリー国際奉仕委員会の活動は輝かしい実績を残しています。
今年度は今までの実績を鑑みながら、これから守口ロータリー/国際奉仕をどのような方向
を示して行くか模索する事が活動内容となります。
まずは今後の活動を模索するため、情報収集行いながら、中長期的に取り組める国際奉
仕活動を委員会内で精査、相談した上で、理事会、例会に提案することを目標とします。

青少年奉仕・ローターアクト委員長

橋本

泰明

青少年奉仕ローターアクト担当理事を仰せつかりました橋本です。
今年度は従来通り、中学生スピーチコンテスト等のプログラムに加えて、特にローターア
クトクラブの活性化を図りたいと考えています。ここ数年会員減少に悩まされてきました
が、ロータリークラブ会員によるご推薦も有りメンバーの増強が進んできました。３年先
にはローターアクトの地区大会を主催する予定もあります。会員のご支援でより良い活動
を進めてゆきたいと思いますのでご協力よろしくお願いいたします。

幹事

井上

智裕

本年、幹事を担当させていただきます。
大野会長の今期方針、目標に従って全力でサポートして参ります。
また、クラブ運営を円滑にかつ活性化していけるよう知恵を出していきたいと考えてお
ります。
一年間、どうぞよろしくお願い致します。

Ｓ.Ａ.Ａ

佃 啓史

Ｓ.Ａ.Ａを担当させて頂きます、佃です。
目標と致しましては、元気いっぱい、元気ハツラツで、楽しい和やかな例会にさせて頂き、
一方で、会員の皆様を盛り立てる様、裏方として、粛々と進める事によって、秩序正しく
品位を保つ例会にさせて頂くよう、頑張らせて頂きたいと思っております。
ニコニコにおきましては、皆様の暖かいご支援を、ご期待しております。
未熟なSAAながら、一生懸命頑張らせて頂きますので、宜しくお願い致します。

◇◇◇親睦活動委員会報告◇◇◇（中道委員長）
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
◇◇◇ 第1回ｸﾗﾌﾞ協議会だより◇◇◇
日時：7月5日（水） 13：40～
場所：「文禄」 出席：22名
議題・2017～2018年度事業計画書について
◇◇◇ 第1回理事会だより◇◇◇
日時：7月5日（水）14：30～
場所：「文禄」 出席：11名
議題：2017～2018年度上期会費請求書について
・提灯踊りお祝い金について
・西原元会員の名誉会員について
・社会を明るくする運動について
・潟上ＲＣへの周年のお祝いについて
・フィリピンバコロドＲＣへの寄付について
・ＲＡＣＯＢのＲＣへの入会金について

◎幹事報告（幹事 井上 智裕）
1、写真撮影終了後クラブ協議会並びに理事会
を行います。
2、例会後記念写真を撮ります。
3、2017～2018年度事業計画書をメールBOXに配
布しています。
4、7月19日（水）は休会となっています。

第１回クラブ協議会

深田 会員
佐治 会員
博多 会員
石井 会員
中道 会員
橋本 会員
石橋 会員
菊田 会員
篠﨑 会員
川村 会員
三浦均会員
石谷
松尾
大野

会員
会員
会員

雛壇

一同

大野丸の堂々たる船出を祝して。
守口クラブで最初の女性会長を喜んで。
大野会長宜しく。
大野年度の順調なスタートを祝して。
大野丸の船出を祝して！
新年度の発足を祝って。
大野年度の発足を祝して。
大野丸の出帆を祝して。
大野年度の前途を祝して。
大野丸の出港をお祝いして。
大野会長がんばれ！！過ぎてしまえばあっと
言う間だ。
大野年度のスタートおめでとうございます。
大野年度を祝って。村田副会長ガンバッテや。
メイクアップ100％を頂き有難うございました。
今年度も皆勤賞を頂ける様に頑張ります。
今年一年よろしくお願い致します。
07／05ニコニコBOX

106,000円

