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四つのテスト 言行はこれに照らしてから 1.真実かどうか 2.みんなに公平か 3.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになるかどうか

本日の例会

前回例会の報告

2013 年 7 月 5 日(金)第 1573 回

2010 年 6 月 22 日(土)第 1572 回例会

時間

卓 話 「 会長就任の挨拶 」
卓話者

例会変更及び｢最終例会｣

会長 城岡 陽志

今週の歌 ｢君が代｣ ｢奉仕の理想｣

受付：17 時～ 開会：17 時 30 分～

｢バースディソング｣
場所：南海グリル東店３Ｆ

お客様の紹介
出席報告・会長の時間

お客様の紹介

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告

出席報告・会長の時間

○ 会員・奥様お誕生日祝い

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告

宇瀬 治夫会員( 2 日) 山崎 市郎会員(4 日)
國井 豊会員 ( 5 日) 山ノ内修一会員(29 日)

＜6 月 22 日(金)の出席報告＞

○ 結婚記念日祝い
該当者なし

次回の例会

会員数

29 名

出席会員

23 名

欠席会員

6名

御家族

2010 年 7 月 12 日(金)第 1574 回

その他

時間
｢第１回クラブアッセンブリー｣

5 月 17 日(金)の出席率

今年度各委員会委員長
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19 名
6名
86.20％

会長の時間
2012-13 年度会長 徳田 稔
皆さん今晩は。今日は今年度最後の例会となりました。長い様で短い１年でした。会員
の皆さんご家族の皆さん又ロータリアンの先輩の方、ファミリー会員の皆さん今日はご多
忙の中、お集まり頂き有難う御座います。本日は例会後親睦委員会による食事会や娯楽等
色々な催しが予定されています。ゆっくりお楽しみ下さい。また今日は親睦委員会の皆さ
ん御苦労様です。今年度色々会員さんには協力して下さって感謝しています。有難うござ
いました。来年度はいよいよ城岡年度が始まります。頑張って下さい。

委員会報告
出席委員会
出席委員長 國井 豊
本日は出席委員会より 2012 年 7 月～2013 年 6 月 22 日までの皆出席表彰の発表と記念品
の贈呈をさせて頂きます。該当者は下記の通りです。
堀畑好秀・新井茂文・池田茂雄・國井 豊・那須宗弘・山中喜八郎・山ノ内修一・宇瀬治
夫・徳田 稔・綿谷伸一・辰 正博・中田 学・坂田兼則・木畑 清・塩谷圭一・澤井久
和・米澤邦明・中川 澄・小西幹夫・塩見 守・藤永 誉（順不同）
計２１名の会員様、1 年間御疲れ様でした。
以上

ＳＡＡ報告
松岡

晋様 （ニコニコ頂きました。）

松岡 史子様 徳田会長様、ツーデーマーチには差し入れ有難うございました。
徳田 稔会員 皆さん、１年間お世話になりました。
堀畑好秀会員 徳田会長・辰幹事・塩見ＳＡＡさん、１年間御苦労様でした。
池田茂雄会員 徳田会長・辰幹事この１年間御苦労様でした。有難うございました。
新井茂文会員 徳田会長１年間御苦労様でした。ハッピー！次年度会長城岡様ご活躍お祈
りします。合掌 So Good!!
那須宗弘会員 徳田会長永い間御苦労様でした。ゆっくりお休みください。
山ノ内修一会員 徳田会長・辰幹事・塩見ＳＡＡ、１年間御疲れ様でした。
北側一雄会員 徳田会長・辰幹事・塩見ＳＡＡ、１年間たいへんに御苦労様でした。
有難うございました。城岡さん、あんまり無理せんと頑張って下さい。
城岡陽志会員 徳田会長はじめ、役員の皆様、御苦労様でした。来年は会長がしっかりし
てるそうで安心ですね！ゆっくりして下さい。
綿谷伸一会員 徳田会長はじめ執行部の皆様、１年間御苦労様でした。
城岡次年度よろしくお願い致します。
中田 学会員 徳田会長・辰幹事・塩見 SAA 一年間御苦労様でした。
泉谷一郎会員 皆様、お久し振りです。本日は宜しくお願い致します。
木畑 清会員 孫が１歳になりました。お世話になりました。
中川 澄会員 徳田会長・辰幹事、１年間御疲れ様でした。
小西幹夫会員 徳田会長１年間御苦労様でした。
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塩見 守会員 本日最後のＳＡＡを一生懸命務めます。１年間皆様にお世話になりました。
笹山悦夫会員 入会から３カ月まで続けられました。素晴らしい出会いに感謝しています。
合 計 ９７,０００円

幹事報告
（１）配布物
週報及び最終例会プログラム
（２）連絡事項
来週６月２８日（金）の例会は定款により休会ですので、次回の例会は新年度最初
の例会となり、７月５日（金）の開催となります。
７月５日(金)例会終了後 2013-14 年度第１回理事会が開催されますので、次年度理
事・役員の皆様はお集まり下さいますよう、お願い申し上げます。
１年間お世話になり、有難うございました。

アトラクション１では空手を披露して下さいました。
男の子も女の子もほんとカッコ良かったです！！

剛柔流空手道攻武会より黒崎館長始め１２名お越し
下さいました。有難うございました！！
毎年有難うございます。

新旧会長・幹事・親睦委員長へバトンタッチです。
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アトラクション２ ベリーダンス
魅了されました！

-- 4 --

【活動方針】
2013-2014 年会長 城岡 陽志
（テーマ）奉仕で感動を！ 増強で活力を！
経済環境の激変と共にロータリークラブのメンバーも激減していく中、変革を求めら
れています。当クラブも今期から従来の 20 委員会から業務の統廃合を行い 10 委員
会にスリム化しました。
今期、会長をするに当り二つの方針で運営します。
（一）
『奉仕で感動を！』
ロータリーのすばらしさを実感し、感動するのは奉仕活動であります。
（四大奉仕部
門の）各理事さんを中心に各委員会がまとまり「ファイアーサイドミーティング」を
活発に行い、その中で信頼と友情を深め合う昔の堺北クラブの伝統を取り戻し、楽し
いクラブ運営をやっていきます。
そしてロータリーの奉仕活動を通じて、生きがい・やりがいを感じ感動を味わう展開
をしていきます。
（二）
『増強で活力を！』
クラブ活性化の為には増強は必須条件であります。
「座して死ぬより討って出る」と
いう言葉があります。今こそ、ピンチはチャンスととらえ増強のチャンスです。
増強委員会を中心にして、
「一人紹介運動」を展開して 40 人という大きな目標にチ
ャレンジします。
堺 13RC で堺北 RC はそれなりの認知はされていますが、本当の実力はこんなもの
ではないと考えています。誇りの持てるクラブ、又新人が入りたくなるクラブを是非
作らねばなりません。
達成できれば、あとはマイナスの回転からプラスの回転へ流れが逆行して、素晴らし
い未来が待っています。全員で「夢」達成へ向けて前進しましょう。
そして輝かしい 35 周年を迎えましょう。
皆さんのパワーと団結で堺で奇跡を起こしましょう。

【ロータリーの目的】
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むこ
とにある。具体的には、次の各項を奨励することにある：
第1

知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること；

第2

職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、
社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものとすること；

第3

ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、
日々、奉仕の理念を実践すること；

第4

奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、
親善、平和を推進すること。
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