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次週のプログラム
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委員会活動方針

松田親男新会長

就任ご挨拶

（クラブ奉仕・国際奉仕）

山本友亮新幹事

就任ご挨拶

担当 木下（健）委員長、山田委員長

第 797 回例会（2015 年 6 月 25 日）の記録
＜ロータリーソング＞

全員

♪限りなき道ロータリー♪
＜会長の時間＞

感謝する次第です。親睦委員会で村田委員長を中心
に「月見例会」
「クリスマス例会」
「新年例会」
「花見

高尾修会長

「一年を回顧して」
2014～2015 年度国際ロータリー会長ゲイリーＣ.

例会」などを開催して頂き、会員間の親睦に努めて
頂きました。また、親睦委員の皆様には例会の受付
を担当して頂き感謝する次第です。

Ｋ.ホアン会長が提唱された 2014～15 年度のテーマ

会報委員会の山本委員長には会報の IT 化をさらに進

は、
「ロータリーに輝きを」(LIGHT UP ROTARY)でし

めて頂き、メーリングで配布という改革を実行され

た。クラブ会員がそれぞれの地域社会で「ロータリ

たことに深く感謝する次第です。情報委員会の小山

ーデー」を実施したり、ポリオ撲滅活動を支援した

委員長には温かい配慮を頂き、会長の時間に「ロー

り、会員基盤の発展に尽くし「私たちがロータリー

タリーの友」の記事内容を話させて頂き誠にありが

でどう生き、どう考え、感じ、活動するかが、この

とうございました。

言葉に込められていると述べられています。そして

会員委員会委員長の増強は、私が担当して 3 年にな

国際ロータリー第 2660 地区ガバナー、泉 博朗氏は

ります。今年度 21 名でスタートし、現在 23 名で会

地区のテーマとして「ひとりひとりの輝きで、あな

員の皆様方のご支援で 2 名（退会 1 名）の増員とな

たの地域を輝かそう」と提唱されました。

りました。

この一年を振り返って。

また、会員が年間一人のお客様を例会に招待するゲ

［ＳＡＡ］

スト招待システムに会員の皆様方のご協力を頂き感

柳原ＳＡＡの指導のもと、プログラム担当の山田

謝しております。次年度は藤田会員が増強委員長を

会員には卓話の変更等、多大なるご協力を頂き感謝

担当されますが、より一層の会員増強をよろしくお

する次第です。

願い致します。

［クラブ奏仕部門］

［職業奉仕部門］

小山委員長により、親睦・会報・会員・情報委員会

木下委員長に、職業を通じ奉仕の理念について、

を統括して頂き、有意義な活動が出来ましたこと、

有意義なフォーラムを実施して頂きました。フォー

ラムを通じて職業奉仕の重要さを再確認出来ました。

クラブ事務局までご出欠のご返答をよろしくお

［社会奉仕部門］

願い致します。

水本委員長を中心にフォーラムを開催して頂き、

今年度、幹事がやっと終わります。

また 2015 年 5 月には吹田警察交通課のご協力により

最初は、いろいろと考えて頑張ろうという気持ちで

「交通安全講習会」を開催し、安全運転の再確認が

始まったのですが、最後は仕事の都合で、皆様にご

出来ました。また、6 月から道交法改正で自転車取り

迷惑をお掛けすることとなり、大変申し分けなく思

締まり規定がスタートし、自転車運転危険行為 14 項

っております。特に高尾会長、事務局近藤さんには、

目も知ることが出来ました。

いろいろと助けて頂いたおかげで、今日の日を迎え

［国際奉仕部門］

ることが出来ました。本当に有り難うございました。

2014 年 11 月に関西大学国際交流センターのご協

また、親睦委員会の方も、村田委員長に助けて頂き

力を得て「留学生との交流会」を開催しました。関

楽しい親睦活動ができたと思っております。今後も

西大学留学生 8 名の方が参加され「日本を留学先に

出来るだけ頑張っていきますので、よろしくお願い

選んだ理由」
「将来の夢」等、素晴らしいスピーチを

いたします。

頂きました。

＜出席報告＞

山本委員長を中心に、各委員会の皆様が有意義な活

会員数（内出席免除会員 4 名）

23 名

動をして頂きました。ロータリー財団委員会、岸上

本日の出席者数（内出席免除会員 2 名）

20 名

委員長にはフォーラムを通じて青少年育成のための

本日の出席率

95.23％

財団寄付の奨励をして頂きました。米山奨学会、柳

前々回 6 月 11 日の修正出席率

85.71％

原委員長にはフォーラムを通じて外国留学生の支援

＜出席表彰＞

についてお話しを頂き、会員の留学生育成の意識向

表彰対象期間

上に努めて頂きました。

2014 年 6 月 19 日～2015 年 6 月 25 日

2015 年 4 月より米山奨学生のホストクラブとなり、

表彰該当条件

カウンセラーには藤田会員が快く引受けて頂きまし

（1）ホームクラブ例会皆出席達成者

た。大阪大学薬学部研究科修士 2 年生の肖玟岑（シ
ョウ ミンツン）君で、性格のおとなしい好青年で

山下聰一郎出席担当

山下聰一郎出席担当

木下吉宏会員 水島洋会員 高尾修会員
（2）メイクアップを含む例会皆出席達成者

す。そして、毎年支援をしている「ラオスへの保健

相原正雄会員 藤田芳浩会員 岸上和典会員

衛生支援」も今年度して頂きました。

小山富夫会員 黒川彰夫会員 松田親男会員

千里メイプルロータリークラブでは 23 名という少人

水本徹会員

数のクラブですが、親睦と奉仕を大切にするクラブ

連続 17 年 皆出席達成者（チャーターメンバー）

です。私は二度目の会長ですが、二度目も木下会員

相原正雄会員 岸上和典会員

が幹事を受けて頂きました。この一年間会長として

クラブ入会以来 連続皆出席達成者

遂行できたのも幹事の木下会員の強力なサポートが

連続 12 年 3 ヶ月 皆出席

水島洋会員

あり、また皆様方の温かいご支援、ご協力のおかげ

連続 8 年 6 ヶ月

藤田芳浩会員

だと感謝する次第です。

不連続 8 年 8 ヶ月ホームクラブ皆出席 木下吉宏会員

2015 年～2016 年度には松田会長、山本幹事のリーダ

※ 出席免除会員

ーシップのもと私が達成出来なかった多くの会員増

佐伯吉捷会員 村田純子会員

強を進めて頂き、より楽しい例会を開催し、会員間

※ 名誉会員 池田進会員

の友情を育んで頂きたいと願っております。

＜ピアノ演奏＞

皆様、一年間ありがとうございました。

1． Smile

＜幹事報告＞

2． Toccata

木下吉宏幹事

1． ＩＣＵ（国際基督教大学）より学報が届きました
ので回覧致します。
2． 地区より次年度の各委員長会議の案内が次々に
参ります。各委員長におかれましては、期日内に

皆出席

中西和也会員

岡部次郎会員

近藤 美里さん

3． Moonlight Serenade
＜本日のファインセッション＞
18,652 円

山田克子会員

＜ＳＡＡ報告＞

山田克子副ＳＡＡ

岡部会員：この１年、皆様御苦労様でした。

スマイルボックス

野﨑会員：高尾会長お疲れ様でした

小山会員：高尾会長、木下幹事 1 年間ありがとうご

松田会員：高尾さん、木下さん、ご苦労様でした。

ざいました。

来年度もご協力おねがいします

山本（友）会員：高尾会長おつかれさまでした。

相原会員：木下幹事お疲れ様でした

西本会員：前回欠席のおわび

黒川会員：いよいよ高尾さん木下さん大変でした

松田会員：最近欠席続きのおわび！！

木下（健）会員：まだ時差ボケ気味です。昼も夜も

相原会員：高尾会長お世話になりました

眠い…

黒川会員：高尾さん、木下（吉）さんお疲れ様でし

藤田会員：高尾会長、1 年間ありがとうございます。

た！！

これからもよろしく

木下（健）会員：高尾会長、木下幹事お疲れ様でし

村田会員：1 年間お疲れ様でした。有難うございまし

た！

た。

藤田会員：木下吉宏幹事 1 年間ありがとうございま

コメントなし：西本会員、山下会員

す。これからもよろしく。

＜懇親会＞

コメントなし：山下会員
ロータリー財団
高尾会長：木下幹事、ありがとうございました。
黒川会員：ゴルフもよろしく
藤田会員：松田次期会長 1 年間宜しくお願いします
コメントなし：山下会員
米山記念奨学会
水本会員：本日、2 度目の厄入りとなりました。
高尾会長：事務局、近藤さん有難うございました。
黒川会員：松田さん、山本（友）さん、よろしく！！
藤田会員：時期ＳＡＡ補助の皆様ご協力よろしくお
願いします
コメントなし：西本会員、山本会員、山下会員
ラオス基金
野崎会員：会長、幹事の皆さま、ありがとうござい
ました。
松田会員：柳原さん、永年ありがとうございました。
お戻りをお待ちしています。
相原会員：ラオスへ行ってください
黒川会員：ラオスに行こう！！
藤田会員：山本友亮次期幹事、1 年間よろしくお願い
します
コメントなし：西本会員、山下会員
メイプル基金
高尾会長：会員の皆様、1 年間有難うございました。
山本（友）会員：木下幹事お疲れ様でした
水島会員：高尾会長、木下幹事、1 年間ご苦労様でし
た。ありがとうございました。
水本会員：高尾会長、木下（吉）幹事、1 年間本当に
お疲れ様でした

（担当：山下聰一郎）

