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本日の例会

次回７月１１日( 土）の予告

RC ソング「君が代」「奉仕の理想」

６月３０日の記録

出席報告

　全会員数　２９名　　　　  本日の出席者　２５名

　出席免除者４名( 出席 3 名) 　本日の欠席者　　３名

　出席率 8 9. 2 9％　　　6 月 9 日の修正出席率 1 00％⑫

2015-2016 年度　国際ロータリーのテーマ

          ＲＩ会長　　Ｋ．Ｒ．ラビンドラン

世界へのプレゼントになろう
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　　　 E-ﾒｰﾙ s.eastrc@peach.ocn.ne.jp

 　　　http://s-erc.com/

2 0 1 5 ～ 1 6 年度　会長　吉澤　逸人

副会長　藤田　隆生

幹事　三重野正之

記録会報委員長　上松瀬　洋

「 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

お客様紹介 　本日はいらっしゃいません

　　　　　　　「堺東ロータリーの詩」ＲＣソング

【 会員親睦会 】

サンパレス3F(深井）

【 就任挨拶 】

吉澤逸人会長･藤田隆生副会長･三重野正之幹事

●７月のお祝い●
　＜会員誕生日＞

　　林　　  会員　　　中　野　会員

　　芝　山　会員

　＜配偶者誕生日＞

　　なし

　＜結婚記念日＞

　　高　橋　会員

　＜創業記念日＞

　　なし　　　

　＜入会記念日＞

　　なし

堺東ロータリークラブ
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委員長報告

高　松　幹事幹事報告

にこにこ箱ＳＡＡ報告

会長の時間 小　寺　会長

●本日、無事に最終例会を迎える事ができまし

た。これもひとえに皆様方のご支援の賜物と感

謝申し上げます。

私は2 ～ 3 年前に体調を崩し入院もしましたの

で、会長という大役を受ける事にかなりの不安

がありましたが、副会長、幹事に大変ご心配や

ご迷惑をお掛けしながら年間 45 回の例会も何と

か1 回の欠席のみで頑張ることができました。

この1 回の欠席は互輪会出席のためで、中村副

会長に代理をお願い致しました。

支えて頂いた中村副会長、高松幹事にあらめて

感謝申し上げます。

後ほどの年間実績報告をさせて頂きますので、

これにて会長の時間を終わらせていただきます。

一年間、本当に有難うございました。

三重野　副幹事次期幹事報告

特筆する報告はありません。

小寺会長／無事最終例会を迎えられてほっとし

　　ています。中村副会長、高松幹事、理事役

　　員、会員皆様には大変お世話になり有難う

　　ございました。心から感謝申し上げます。

吉澤会長ｴﾚｸﾄ／小寺会長はじめ理事役員の方々、

　　一年間有難うございました。

中村副会長／会員の皆様方のご協力により、本

　　日最終例会を無事迎えることが出来ました。

　　有難うございました。

　　寺山会員にお世話になりました。

高松幹事／本日の年間実績報告、宜しくお願い

　　申し上げます。

　　会員の皆様、一年間有難うございました。

橋本会員／最終例会を祝し、会長、幹事、副会長、

　　理事役員の皆様、一年間ご苦労様でした。

　　寺山会員、上松瀬会員、先日はお世話にな

　　りました。

林会員／高橋会員に職場見学にて大変お世話に

　　なり有難うございました。

　　会長はじめ理事の皆様、一年間本当にお疲

　　れ様です。有難うございました。

市平会員／小寺会長はじめ皆様、今年度お世話

　　になりました。

今野会員／小寺会長、中村副会長、高松幹事さん

　　一年間ご苦労様でした。

城戸会員／最終例会を祝し、小寺会長、中村副

　　会長、高松幹事、他会員の皆様、有難うご

　　ざいました。

　　SAA 寺山委員長はじめ咲山先生、北野様、　

　　上松瀬様、高橋様、本当に有難うございま

　　した。

　　今野様、有難う。

上松瀬会員／最終例会を祝して。小寺会長、高松

　　幹事、中村副会長、一年間ご苦労様でした。

北野会員／2014 ～ 15 年度最終例会。小寺会長、

　　中村副会長、高松幹事、一年間ご苦労様で

　　した。

　　一年間、SAA にご協力いただき有難うござ　

　　いました。

■親睦活動委員会／松　永 次期委員長■

■吉　澤　会長エレクト■

 地区会長会議報告

別紙配付

 会員親睦会開催のご案内

かねてよりご案内の会員親睦会参加申し込みが

本日までとなっていますので、未だ返事を頂い

ていない方は、早々にご返事をお願い致します。

●次週例会終了後、理事会を開催いたしますの

で事務局にお集まりください。

■職業奉仕委員会／林　委員長■

 職場見学会報告

6 月 23 日例会終了後、高橋会員の事業所を職場

見学してきました。参加者はご本人を含めて20

名でした。高橋会員に大変お世話になりました。

あらためてお礼申し上げます。
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年間実績報告

小　寺　会長

 累計　1,879,000  円

　本日は、会員皆様の温かいご協力によりまして

今年度最終例会を迎える事ができました。本当に

この一年間、有難うございました。

今年度、3 つの目標を立てさせて頂きました。

第一目標は「会員増強」です。

今年度の目標は3 名でしたが、4 名の新会員様が

入会して頂き、誠に有難うございました。

上松瀬会員のご紹介で佐竹会員、今野会員のご紹

介で高橋会員、私の紹介で沼田会員、奥野会員の

ご紹介で宮園会員。素晴らしい仲間ができました

事を大変うれしく思っています。

第2 目標は「ほんまもんの堺東RC」です。

生意気なようですが、会長就任時に御挨拶させて

頂きました「ほんまもんの堺東RC]という事で、

服装、バッジ、時間厳守、四つのテストをしっか

り忘れずに守っていこうと思い、「小さい事から

コツコツ」の精神で、ルールをしっかりと守りた

いと目標を立てましたが、果たしてその目標を達

成したかは、ちょっと不安でございます。

また、再来年は、伝統ある堺東RC の 45 周年を迎

えるに当たり、他のRC のお手本になれますよう

に日々、努力と勉強を重ねていきたいと思ってい

ます。そして次は50 周年を目標に、皆様と一緒

に頑張っていきたいと思っています。

第3 目標は「インフォメーションとクラブフォー

ラム」です。

松永会員／小寺会長、中村副会長、高松幹事、一

　　年間ご苦労様でした。有難うございました。

三重野会員／小寺会長、中村副会長、高松幹事、

　　一年間ご苦労様でした。

宮園会員／7 月 11 日の会員親睦会、宜しくお願

　　い致します。

　　7 月 7 日欠席しますので、先にお詫びいた　

　　します。

中野会員／小寺会長、中村副会長、高松幹事、　

　　他理事役員の皆様、1 年間大変お世話にな

　　りました。有難うございました。

　　今野様に写真を頂き感謝。

沼田会員／職業見学、高橋会員にお世話になり

　　ました。有難うございました。

　　年間実績報告ご苦労様です。

奥野会員／小寺会長、中村副会長、高松幹事、　

　　一年間お疲れ様でした。新入会員も4 名増

　　え、素晴らしい一年であったと感じます。

　　有難うございました。

咲山会員／小寺会長、高松幹事、中村副会長、　

　　一年間ご苦労様でした。

佐竹会員／小寺会長、中村副会長、高松幹事、　

　　一年間お疲れ様でした。

芝山会員／今年度最後の例会になりました。小

　　寺会長、中村副会長、高松幹事、一年間ご

　　苦労様でした。

高橋会員／役員の皆様、一年間ご苦労様でした。

　　今年度はお世話になり有難うございました。

　　次年度も宜しくお願いします。

　　江口様に写真を頂き感謝。

寺山会員／2014 ～ 15 年度最終例会、小寺会長、

　　中村副会長、高松幹事、一年間ご苦労様で

　　した。

　　会員の皆さん、一年間SAA へのご協力に感

　　謝。有難う。

戸松会員／小寺会長、中村副会長、高松幹事さ

　　ん、この一年、大変お世話になりました。

　　また、去る6 月 23 日（先週）職業奉仕委員

　　会の職場見学会の高橋会員事業所で、大変

　　お世話になりました。

八百会員／小寺会長、高松幹事、中村副会長、　

　　一年間お疲れ様でした。実り多き小寺年度

　　に乾杯！

　　今野様に写真を頂き感謝！！

吉村会員／小寺会長はじめ役員、理事の皆様、　

　　会員の皆様、今年度も大変お世話になり有

　　難うございました。
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中　村　副会長

親睦活動委員会には、色々と企画を練って頂き、

楽しい一年でした。本当にお疲れ様でした。

地区役員を引き受けて頂いた中野会員、上松瀬

会員、八百会員には大変ご苦労をお掛け致しま

した。そして、各委員の皆様方、本当に一年間

ご苦労様でございました。

今年度、会長という大役を無事に終わる事がで

きましたのは、中村副会長、高松幹事、理事役

員の皆様、全会員の皆様のお蔭だと、心から感

謝申し上げます。

一年間、本当に有難うございました。

クラブフォーラムの回数を減らしてインフォ

メーションを行なうよう各委員会にお願い致し

ました。今までは各委員長1 人が分かっていれ

ば良いという感じでしたが、今年は各委員会で

ディスカッションをして頂き、委員会メンバー

全員がその委員会活動内容を理解出来、発表は

誰がしても良いという事にしました。プログラ

ム委員会には、かなりご無理をお願いしてやっ

て頂きましたが、各委員会の中でもかなり活発

に討議して頂き、非常に有意義なクラブ委員会

になったように思います。

SAA 委員会では私が入会して以来の180 万円超

えという素晴らしい額となりました。会員皆様

のご協力に心より厚く御礼申し上げます。

　小寺会長は互輪会出席を除いて例会を休まず

出席されましたので、私の会長代理は1 回だけ

でした。小寺会長の役職に対する責任感の強さ、

又、熱意を感じた一年でありました。これには

奥様の小寺会長に対する愛情と健康管理が大き

かったのではなかったかと思います。

　若くて頭の回転の速い高松幹事を得てクラブ

運営もスムーズに行われたと実感しています。

　小寺会長は、年度初め、堺東RC を「最盛期の

輝きを取り戻し、クラブ中心の運営をしたい」

と申していらっしゃいました。

その第一に、年度当初27 名迄に減少した会員を

増強し、クラブの強化を図ることで有りました。

これは会員の皆様方のご協力により、4 名の増強

が達成されました、

しかしながら、1 名のご逝去を含め2 名の退会者

が有り、純増2 名でありました。

逝去された遠藤会員は、小寺会長とお見舞いに行

かせてもらおうと思いご自宅に電話を入れたとこ

ろ、ご家族より明日退院されると聞き安心してお

りました。その後、遠藤会員から直接電話を頂き

次週から例会に出席する旨を伺ったのですが、そ

の翌日に亡くなったとの知らせが入り、驚くと同

時に一目お会いする事も出来ず、悔やまれてなり

ませんでした。

　年間プログラムでは、強化月間時に委員会の全

てでインフォメーションの形をとり、委員会メン

バーが勉強会、打ち合わせをすることにより、委

員会の活発化を図りました。

　地区には3 名の役員を送りました。その成果は

これから後に出てくるのではないかと期待してお

ります。

　この一年間、会員の皆様方にご協力、ご指導を

頂きまして、本日最終例会を無事迎える事が出来

ました、誠に有難うございました。

高　松　幹事

　堺東ロータリークラブの幹事に就任させてい

ただき、2014 ～ 2015 年度、小寺会長のもと、

中村副会長とともに伝統ある当クラブ運営の一

翼を担ってまいりました。責任の重さと、浅学

非才な私に一年間まっとうできるのかと身が縮

む思いでございました。

　私にとってもこの年度は、「ロータリーとは何

か。」の勉強の年であると就任挨拶で述べまし

た。今まで以上にロータリー哲学を実践し、

ロータリーとの関わりを持たせていただける一

年になった事を会員の皆様にまずもって感謝い

たします。

　小寺会長、中村副会長の挨拶にもありました

ように、当初の会長方針である「ほんまもん堺

東ロータリー」の実現、ロータリーを一から勉

強するためのインフォメーション、地区への会

員派遣等は、ほぼ達成できたものと思います。

これもひとえに、会員皆様のあたたかいご理解

と多大なるご協力があってのことと心より感謝

申し上げます。
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　クラブ運営につきましても、会長方針である

理事会至上主義をまっとうし、経験豊富な会員

のご指導を仰ぎつつ、理事会の決定に寸分の狂

いもなく邁進してまいりました。

　また、地区役員をお願いいたしました会員の

皆様には、ご多忙中にも関わりませず、クラブ

を代表しての会議への度重なるご出席等ほんと

うにありがとうございました。

　今年度のクラブ委員会活動実績につきまして

は、去る6 月 9 日での協議会で、ほんとうに素

晴らしいご意見を頂戴いたしました。

　クラブ奉仕委員会は、市平委員長がクラブの

活性化に努力されました。

　職業分類・選考・増強委員会は、奥野委員長、

今野副委員長のもと、思いもよらぬ4 名もの会

員を増やすことができました。クラブにとって、

とても喜ばしい結果となりました。

　ロータリー情報・ＩＴ委員会は、中野委員長、

北野副委員長のもと、各テーマでの有意義なＩ

Ｍ等を実施されました。

　出席委員会は、吉村委員長、阪上副委員長の

報告で会員の素晴らしい出席率が目を引きまし

た。

　記録会報委員会は、藤田委員長が毎回事務局

に足を運ばれて一生懸命努力されていました。

　親睦活動委員会は、芝山委員長、阪上副委員

長の名コンビで楽しいひとときを会員に提供さ

れました。

　雑誌広報委員会は、咲山委員長の入念な勉強

ぶりと江口副委員長の張りのあるお声に感動と

元気をいただきました。

　プログラム委員会は、城戸委員長、今野副委

員長のもと、会長きもいりのインフォメーショ

ンの実行にあたり、多大なるご尽力をいただき

ました。

　職業奉仕委員会は、林委員長、橋本副委員長

のもと、職場見学等を実施されました。

　社会奉仕委員会は、今野委員長、戸松副委員

長のもと、北堺警察署に2 本の懸垂幕を寄贈い

たしました。会員皆様のご理解をいただき、後

世に残る小寺年度の大きな実績のひとつとなり

ました。

　青少年奉仕委員会は、松永委員長、阪上副委

員長が牽引してくださいました。

　国際奉仕委員会は、途中、佐々木委員長の退

会がありましたが、上松瀬副委員長がその後の

業務をしっかり遂行してくださいました。

　ロータリー財団委員会は、八百委員長、藤田

副委員長のもと、元財団奨学生による卓話等を

実施されました。

　米山奨学会委員会は、篠田委員長、市平副委

員長のもと、米山奨学会のＤＶＤ上映等を実施

されました。

　ＳＡＡ委員会は、寺山委員長を中心に経験豊

富なベテラン会員にメンバーとなっていただき、

会長、副会長、幹事ともども心より感謝申し上

げます。誰よりも早く来て、例会の準備をして

いただきほんとうにありがうございました。毎

回のご努力に「ＳＡＡの何たるか。」を勉強させ

ていただきました。

　最後に、会計の橋本会員は体調不十分な中、

クラブのために職務を全うしてくださりました

こと、頭のさがる思いです。ありがうございま

した。

　お蔭をもちまして、会員皆様の当クラブへの

あたたかい想いを感じることができました。経

験豊富な各委員長のもと、本年度の年中行事が

素晴らしいものになったと確信しております。

今一度心より御礼申し上げます。

　最後に、幹事は事務局と一体とならねば仕事

を成すことができません。事務局に対して感謝

申し上げます。

　歴代会長はじめ緒先輩方が築いてこられた伝

統に恥じない様、理事役員また会員の皆様にお

支えいただきながら精一杯努めてまいりました。

しかし、会員の皆様にはご不満なところも多々

あったと思います。一生懸命精進につとめます

ので、今後も、いちロータリアンの私にどうか

ご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたし

ます。

左から高松幹事、小寺会長、中村副会長



7月8日(水)堺中RC【ﾀﾞｲﾜﾛｲﾈｯﾄﾎﾃﾙ堺東】18:30

当クラブ／7 月 14 日は 7 月 11 日(土）サンパレス3F に変更です

近隣クラブ例会変更

―６―

7月30 日(木)堺RC【ﾎﾃﾙ･ｱｺﾞｰﾗ ﾘｰｼ ｪ゙ﾝｼｰ堺4階】12:30

ハイライトよねやま 183号　(6月12日発行）

2015-16年度よねやま親善大使―4人の大使が活動―

　6 月 1 日、第2 代よねやま親善大使オリエンテ

ーションを開催し、新しい親善大使へロータリ

ーや米山記念奨学事業について研修を行ったほ

か、初代親善大使の楊さんから先輩からの体験

談を話していただきました。

翌2 日の理事会開催前にはよねやま親善大使

の任命式が行われ、全国各地区の理事の前で、

小沢理事長から委嘱状が手渡されました。また、

この6 月で退任する初代よねやま親善大使・尤

銘煌さんには感謝の盾が贈られました。尤さん

の2 年間にわたる活躍に感謝申し上げます。

2015-16 年度は4 人のよねやま親善大使が米山

記念奨学事業をＰＲします。地区の米山関連行

事にぜひお呼びください。招へいのご相談は当

会事務局広報担当まで。どうぞよろしくお願い

いたします。

左からスチッタ・グナセカラさん(スリランカ)、于咏さ

ん(中国)、金福漢さん（韓国）、楊小平さん（中国）

理事会開催報告―来年4 月採用数は740 人に決定―

　6 月 2 日に開催された第9 回理事会には、全国

から26 人の理事と監事2 人が出席しました。

主な議題として、2015 年度事業計画および収支

予算が承認されたほか、2016 学年度の奨学生採

用数と募集要項、奨学金給与規程の改定案など

が原案通り承認されました。質疑応答や意見交

換の時間には、事業全般に関わるさまざまな意

見が出され、活発な意見交換が行われました。

本理事会での承認を受け、2016 年 4 月採用の奨

学生数は、昨年度から続く堅調な寄付実績を反

映し、前年度比20 人（枠）増の740 人（枠）と

することが決定しました。

ネパール復興を願って―関西米山学友会が募金活動―

　第2660 地区（大阪府）で5 月 5 日、「第44 回

中之島まつり」とタイアップした「ロータリー

フェスティバル」が開催されました。これは、

同地区82 クラブのほか、ローターアクトクラブ

や米山奨学生・学友らが集結し、愛のパレード

や危険ドラッグ撲滅サミット、国際フォーラム

などを行って、ロータリーを内外に広くＰＲす

るイベントです。

関西米山学友会ではこの日、ネパール大地震の

復興支援のための募金活動を実施。学友15 人、

現役米山奨学生7 人と地区米山奨学委員が協力

し、手作りの募金箱を持って市民に支援を呼び

掛けました。会長の何玉翠さんはこの活動を決

意したきっかけについて「ネパールにはたくさ

んの米山学友がいます。ネパール学友の故郷は、

私たちの故郷だからです」と、述べています。

「“ネパール大震災復興支援募金をお願いしま

す！”と大声で叫びながら、中ノ島公園、中央

公会堂をひたすら歩き回り、頭を下げて、頑張

りました。1 日も早いネパールの復興を願い、

一致団結して懸命にやりました！この思いがネ

パールに届きますように……」。470,853 円が当

会を通じてネパール米山学友会へ届けられます。

関西米山学友会は7 月 5 日の総会でも、第2 弾

の募金活動を行う予定とのことです。


