
＜クラブ奉仕委員会＞

委 員 長　今野　利雄

　委員長はじめ委員の方々のご努力により、各

委員会が連携し会員相互のコミュニケーション

を図り、それぞれの成果を挙げて頂きました。

・委員長会議の開催

　第1回／9月11日(火)例会終了後、事務局に

て開催。各委員会の活動方針に基づき、委員会

相互の緊密な連携を図り、全員参加のクラブ奉

仕を行なうことを確認した。

　第2回／4月16日(火)例会終了後、クラブ事

務局にて開催。各委員長より活動報告がされ、

年度内に実施計画が達成されるよう意見交換を

した。

＜職業分類・選考・増強委員会＞

　　　　　　　委 員 長　戸松　生吉

副委員長　北野　喜三

・入会：10月2日入会の松永典子会員／職業分

　類：貴金属地金精錬(新規オープン)。

　6月18日入会の阪上健会員／職業分類：民事

　法律の2名。

・退会：1月28日に岡　敬三会員が逝去。

＜ロータリー情報・IT委員会＞

委 員 長　橋本　勝也

副委員長　高松　慶暢

・7月14日(土）大型インフォーマルミーティ

　ングを実施。

　テーマ／田中RI会長の「ロータリークラブ

　強化への100のヒント」について意見発表、

　討論。

・7月17日(火)4月15日に開催された地区協議

　会の報告をした。

・9月13日(木)会員候補者：松永典子氏にイン

　フォメーションを高松副委員長、八百委員と

　ともに実施した。

・10月2日(火)新会員：松永典子氏の入会式を

　行った。

・3月12日(火)ロータリー情報委員会のイン　

　フォメーションを行なった。

・5月14日(火)～16日(木)新事務局において会

　員を3グループに分け、小型のインフォーマ

　ルミーティングを実施した。

　テーマ／「堺東ロータリークラブに入会して

　良かった事」他フリートーキング。

・5月30日(木)会員候補者：阪上　健氏にイン

　フォメーションを中野会長、城戸幹事、高松

　副委員長、八百委員とともに実施した。

・6月18日(木)新会員：阪上　健氏の入会式を

　行なった。

＜出席委員会＞

委 員 長　江口　祇董

　副委員長　今野　利雄

・昨年度の年間皆出席者を発表し記念品を贈呈

　した。

・毎週例会時に出席報告を行い出席率向上に努

　力した。

・今年度の年間平均出席率は97.53％で目標の

　98％は僅かの差で達成できなかった。

・今年度の修正出席率100％達成は12回で、年

　間皆出席者は21名でした。

＜記録会報委員会＞

委 員 長　上松瀬　洋
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副委員長　佐々木伸二

・メンバー全員を当番制にして、写真撮影と

　校正を担当しましたが、下半期には委員会

　メンバー以外の会員さんに写真撮影をお願

　いしなければならなくなったこともありま

　してご迷惑をお掛けしました。

・年間を通して誤字脱字等が2～3回あり、ご

　迷惑をお掛けしました。また、パソコンの

　不具合もあり見づらい時もありました。

・皆様のご協力のお蔭で、概ね上手くいった

　と思っています。

＜親睦活動委員会＞

委 員 長　高松　慶暢

副委員長　寺山　武夫

　会員の融和を図り、親睦活動の重要性を認

識し、会員および家族を含めた交流を密にし

て、健全なる楽しい活動を進めるために以下

の事を実施した。

・毎月始めの諸々のお祝い。

・新入会員(松永氏)の歓迎会。

・他クラブからのお客様の丁重なるお迎え。

・7月14日(土)南海グリル東店にて会員親睦

　会開催。

・12月8日(土)ホテル･アゴーラリージェンシー

　堺にてクリスマス家族会開催。

・5月26日 (日）春の家族親睦会として京都

　方面へバス旅行。

・その他、親睦活動に必要と認められる活動。

＜雑誌広報委員会＞

委 員 長　三重野正之

副委員長　藤田　隆生

・毎月第一または第二例会時に「ロータリー

　の友誌」を会員に紹介した。

・4月2日の例会卓話の時間にインフォメー　

　ションを実施。

・11月と2月に委員会開催。

・5月度の友誌表紙に江口会員の写真が採用さ

　れた。

＜プログラム委員会＞

委 員 長　吉澤　逸人

副委員長　中村　清嗣

・会長・副会長・幹事挨拶／2回

・会長新年挨拶／1回

・地区協議会報告／2回

・クラブフォーラム／4回

・インフォメーション／5回

・会員卓話／18回

・外部卓話／8回(会員代理4回含む）

・北中ガバナー公式訪問は10月9日

・クラブ協議会／4回

・理事会／定例理事会12回、次期理事会2回、

　その他　持ち回り理事会

・例会休会／6回（内 祝日1回・岡会員葬儀）

・例会変更／5回(会員親睦会、8組IM、地区

　大会、クリスマス家族会、新春合同例会）

＜職業奉仕委員会＞

委 員 長　藤田　隆生

副委員長　小寺　政信

・地区協議会に出席し7月24日に協議会報告

　を実施。

・10月2日にクラブフォーラムを実施。

・4月2日に堺ロータリークラブ信田会長のご

　好意で創業200年に成る堺刃物「和泉利器

　製作所」への職場見学を実施。

＜社会奉仕委員会＞

委 員 長　奥野　眞一

副委員長　篠田　寛人

・7月24日／地区協議会報告

・9月21日／秋の交通安全運動キャンペーン

　として中もず駅前にて街頭指導。

・1月19日(土）／献血街頭キャンペーンを堺

　東駅前にて実施。

・3月1日／春の火災予防運動として中もず駅

　前にて街頭指導。

・識字率向上運動の募金および書き損じハガ

　キの寄付お願いをした。

・3月10日／ボランティア・コンサートを陵

　東館長曽根にて開催。

・4月5日／春の交通安全運動キャンペーンに

　参加。中もず駅前にて街頭指導。
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＜新世代奉仕委員会＞

委 員 長　林　　勝行

副委員長　吉澤　逸人

・7月24日／例会にて地区協議会報告を行　

　なった。

・7月29日／地区青少年交換オリエンテーショ

　ンへ国際奉仕市平委員長にご出席頂いた。

・9月4日／例会にてクラブフォーラムを実施

　した。

・3月29日(金)～31日(日)／府立青少年海洋

　センターで開催されたライラ研修セミナー

　に香ヶ丘リベルテ高等学校インターアク　

　ター2名が参加した。

＜インターアクト委員会＞

委 員 長　佐々木伸二

副委員長　奥野　眞一

・７/22（日)RI第2640地区I.A.C.年次大　

　会（高野山高校）【部員7名・顧問2名】当

　クラブから会員3名参加。

・8/7(火)奈良公園で国際交流【部員9名・顧

　問2名】

・8／9(木)RI第2640地区I.A.C.韓国I.A.C.

　訪日歓迎（堺市役所）【顧問2名】

・9／9(日) RI第2640地区I.A.C.リーダー　

　シップフォーラム（初芝立命館高校）【部員

　3名・顧問2名】

・9/30(日)国際交流親睦会（帝塚山泉ヶ丘高　

　校）会員1名参加

・10／20(土) RI第2640地区I.A.C.委員・顧

　問会議（ノバティながの）【顧問2名】

・10／28(日) RI第2640地区I.A.C.地区大会

　（ビックアイ）【部員6名・顧問2名】

・11／18(日)RI第2640地区I.A.C. 海外研修

　オリエンテーション（羽衣学園高校）【部員

　2名・顧問2名】会員1名参加

・12／8(土) RI第2640地区I.A.C.委員・　

　顧問会議（難波）【顧問2名】

・12／26(水) ～12／29(土)RI第2640地区　

　I.A.C. 海外研修（台湾）【部員2名・顧問1

　名】

・1／8(火)堺東ロータリークラブ訪問＜RC海

　外研修報告打ち合わせ＞【顧問2名】

・1／19(土) 献血運動街頭キャンペーン（南

　海高野線堺東駅前）【部員7名・顧問2名】

・2／3(日) RI第2640地区I.A.C.三者交流会

　（河内長野市民交流センター）【部員3名・

　顧問2名】

・2／12(火)堺東ロータリークラブ例会訪問　

　＜活動報告、海外研修報告＞【部員3名・

　顧問2名】

・2／17(日）RI第2640地区I.A.C.海外研修

　報告会（開智高校）【部員7名・顧問2名】

　会員3名参加

・2／21(木)香ケ丘リベルテ高校にてI.A.C.　

　修了式。会員4名参加

・2／28(木)香ケ丘リベルテ高校卒業式。

　会員3名参加　

・3／29(金) ～3／31(日)RI第2640地区　　

　I.A.C.ライラ研修セミナー【部員2名】

・5／28(火)献血運動街頭キャンペーン（南海

　高野線堺東駅前）

・6／2(日) RI第2640地区I.A.C.新入生歓迎

　会（松原高校）会員2名参加

・6／29（土）RI第2640地区I.A.C.委員・顧

　問会議

＜国際奉仕委員会＞

委 員 長　市平　　一

副委員長　咲山　　旭

・ 7月17日／卓話にて地区協議会報告を行った。

・1月25日／NPO法人エスペランサにギニア

　ビサウの里親制度に小学生1名分と会員16

　名分を送金した。

・2月5日／世界理解月間に国際奉仕委員会ク

　ラブフォーラムを行なった。

・5月14日／NPO法人エスペランサ馬場理事

　長による卓話を行なった。

・6月7日～11日／ウクライナ・リヴゥ・ラ

　ターシャRC創立10周年記念式典にクラブ

　を代表して中野会長が出席した。

・ウクライナ・リヴゥ・ラターシャRCより　

　「ウクライナの病院の手術灯を寄付したい」

　との要請があり、中野会長の年度事業との

　意思をふまえ、これにマッチンググラント、

　パートナークラブとして対応を行なった。
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＜ロータリー財団委員会＞

委 員 長　桑原　　哲

　　　　　　　　　　副委員長　岡　　敬三

・11月6日／中野会長のご指導により地区資

　料と映像によりインフォメーションを行　

　なった。

・財団に対し、財政支援を推進し、教育分野

　と人道的分野の推進をした。

・17名から合計1800ドルの特別寄付を頂い　

　た。（一人平均/56.25ドル）

＜米山奨学会委員会＞

委 員 長　篠田　寛人

副委員長　遠藤　　登

・10月16日例会にてインフォメーションを実施。

・米山奨学会よりDVDを取り寄せ、その一部

　を例会にて上映しました。

・寄付実績／422,000円（一人平均/13,188円）

＜ＳＡＡ委員会＞

委 員 長　中村　清嗣

上半期実績報告

・例会時の司会及びニコニコの報告は、順番

　制にて順調に進行いたしました。

・ニコニコの目標130万円は、上期で792,385

　円と、目標の50％をクリアーいたしました。

　下期もよろしくお願いいたします。

・例会時の固定食事数を23食から20食に変更

　しました。これはクラブ会員の高齢化に伴

　い食事が硬くて食べづらい会員さんが増え

　てきている為、1階レストランへ直接注文を

　するよう考慮したものです。

下期実績報告

・順番制の司会、ニコニコの報告は、順調に

　進行しました。

・高齢者のSAA担当は考慮すべき点があります。

・固定食事数の20食は妥当ではないかと思い

　ます。

・4月末でニコニコは目標の130万円をクリ　

　アーいたしました。会員皆様のご協力に感

　謝いたします。

＜会計＞

咲山　　旭

・毎月理事会前に会計検査を行い理事会に報

　告した。

・予算の収入の部では、新会員の入会、40周

　年記念誌予算の残額、ニコニコ箱の増額が

　あり、予算を上回っている。

・支出の部は予算内に納まっている。

・会員各位のご協力に感謝します。

＜創立40周年記念誌委員会＞

委 員 長　橋本　勝也

　　副委員長　咲山　旭・北野喜三

　平成24年2月28日、第1回記念誌委員会を

開催し、延べ10回の委員会の後、平成24年

10月23日に完成し、会員並びに関係者、団体

に配布した。

・ページ数／89ページ

・大きさ／A4サイズ

・写真／全てカラー

・範囲／創立31年～40年（10年間）

・部数／150部

・印刷所／初田印刷(㈱)

・費用／733,800円（送料込み）

関係各位のご協力に感謝致します。


