
＜クラブ奉仕委員会＞

委 員 長　市平　　一

実績報告

　クラブ奉仕各委員会の活動方針、実施計

画を尊重し、各委員会が円滑に活動できる

ようにし、また委員会相互の連携を良くし

クラブの活性化に努める。

以上の活動方針に基づき、9 月19 日、事

務局にて会長、副会長、幹事、クラブ奉仕

部門各委員長出席のもと活発な意見交換が

あり有意義なクラブ奉仕部門委員長会議を

行った。

活動計画

　下半期早々に第2 回クラブ奉仕部門委員

長会議を行なう。

＜職業分類･会員選考･会員増強委員会＞

 委 員 長　奥野　眞一

副委員長　今野　利雄

実施報告

①第1 回委員会開催

　日時／7 月12 日(土）午後5 時～

　場所／天兆閣別館

　議題／

・上松瀬会員が推薦された佐竹昭嗣氏の入

　会について協議し、委員会として承認す

　ることとした。

・8 月 5 日のインフォメーションを今野副

　委員長が行なう事とした。

②8 月5 日例会にてインフォメーション実施。

　今野副委員長から創立以来 4 2 年間の会

　員数の推移を資料をもって説明し、会員

　増強への協力をお願いした。

③8 月26 日に佐竹昭嗣氏の入会式を行い

　会員数28 名となる。

④第2 回委員会開催

　日時／9 月16 日(火）例会終了後

　場所／堺東R C 事務局

　議題／

・小寺会長が推薦された沼田康子氏、今野

　会員が推薦された高橋秀明氏について協

　議し両氏の入会を委員会として承認した。

・職業分類表に「環境衛生事業」を開設し

　高橋会員の職業分類とした。

⑤12 月2 日、沼田康子氏、高橋秀明氏の

　入会式を行い、会員数3 0 名となる。

活動計画

　上半期は3 名の会員増強が出来たが、下

半期も奉仕精神に溢れ、財政的義務を果た

し例会に規則正しく出席できる活力ある入

会者の推薦をお願いする。

＜ロータリー情報・ＩＴ委員会＞

委 員 長　中野　　均

副委員長　北野　喜三

実績報告

①26 年7 月12 日会員親睦会の前1 時間を

　利用し「ロータリーとは」をテーマに大

　型IM を開催した。

②新会員佐竹氏に対し 8 月 5 日に、また沼

　田氏、高橋氏に対し11 月14 日にイン　

　フォメーションを行いました。

③IT 部門としてHP のリニューアルに努め

　ました。現在のプロバイダーに支払う料

　金の関係でアップは27 年2 月を予定し

　ています。

活動計画

①ﾛｰﾀﾘｰ情報部門として、5 月頃に3 日間に

　分けて小型のI M を開催します。

②IT 部門としてHP の内容確認に努めて参

　ります。
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＜出席委員会＞

委 員 長　吉村登志子

　副委員長　阪上　　健

実績報告

①会員数30 名、出席免除者4 名に対し、7

　月から1 2 月までの上半期平均出席率は

　95.44％。

②今季出席率100％は5 回。

③上半期の皆出席者は、途中入会3 名除いて

　20 名。(内、出席免除者2 名）

活動計画　

・例会出席を強調し伝える。

・下半期も引き続き欠席者にメーキャップ

　を勧める。

・翌年度の7 月第 3 週に皆出席者に表彰と

　記念品を贈呈する。

・各種クラブ奉仕活動への参加を呼びかける。

＜記録会報委員会＞

委 員 長　藤田　隆生

副委員長　佐々木伸二

実績報告

　例会内容及び重要なクラブの情報を正確

に伝達し、ロータリーの理解やクラブの活

性、会員の親睦を深めるツールとなるべく、

正確で見やすく、読みやすい紙面作りに努

めています。(継続中）

活動計画　

・ファイルの形状は週報及び例会資料が管

　理、保存しやすいものを検討します。

・週報担当者は当番制とし、欠席時は事前

　に次週担当委員に連絡して交替しあって

　作成に支障のないようにする。　　　　

・会員の発表及び発言の内容の正確さを期

　する為、必ず原稿の提出をお願いする。

＜親睦活動委員会＞

委 員 長　芝山　秀樹

副委員長　阪上　　健

実績報告

①毎月第1 例会にて諸々のお祝いを実施。

②他クラブ会員およびお客様を丁重にお迎

　えした。

③7 月12 日(土）天兆閣別館にて会員親睦

　会を実施。

④9月20日(土）ﾎﾃﾙ･ｱｺﾞｰﾗﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ堺にて

　佐竹会員の歓迎会を行った。

⑤12 月2 日(火)霧島RC4 名のお客様の歓

　迎会を天兆閣別館で行った。

⑥12月13日(土）ﾎﾃﾙ･ｱｺﾞｰﾗﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ堺にて

　クリスマス家族会を実施。

活動計画

①毎月第1 例会にて諸々のお祝いを行なう。

②1 月31 日(土）沼田氏、高橋氏の歓迎会

　をスイスホテル大阪にて行なう。

③他クラブのからのお客様を丁重に迎える。

④春の家族会を4 月5 日(日）に実施する。

⑤その他、親睦活動に必要と認められる活

　動を実施する。

＜雑誌広報委員会＞

委 員 長　咲山　　旭

副委員長　江口　祇董

実施報告

　ロータリーの友誌の内容紹介を原則第 2

週例会日に江口副委員長と交互に行った。

活動計画

・引き続きロータリーの友誌の紹介をする。

・4 月例会にてインフォメーションを行う。

＜プログラム委員会＞

委 員 長　城戸八重子

副委員長　今野　利雄

実績報告

・クラブ協議会／2 回

・インフォメーション／ 4 回

・卓話／11 回

・その他／4 回

・例会変更／2 回

・休祝日／3 回

・定款の規定による休会／ 2 回

活動計画

・クラブ協議会／2 回

・インフォメーション／ 5 回

・卓話／11 回

・卓話の変更／2 回

・その他／3 回

・例会変更／1 回
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・休祝日／1 回

・定款の規定による休会／ 2 回

＜職業奉仕委員会＞

委 員 長　林　　勝行

副委員長　橋本　勝也

実施報告

①10 月7 日例会でインフォメーションと

　して上松瀬地区職業奉仕委員長に卓話を

　お願いした。

活動計画

・職場見学会を実施する。

＜社会奉仕委員会＞

委 員 長　今野　利雄

副委員長　戸松　生吉

実績報告

①北堺警察署への懸垂幕贈呈

　日時／9 月18 日(木）10 時

　場所／北堺警察署署長室

　小寺会長より橋本署長へ懸垂幕を贈呈し

　署長より小寺会長へ感謝状が贈られ、引

　き続いて警察署の正面に「交通安全」と

　「地域安全運動」の2 本の懸垂幕を吊り

　下げました。

②秋の全国交通安全運動に参加

　日時／9 月22 日(月）17 時30 分

　場所／中百舌鳥駅北側広場

　このキャンペーンには金岡高校吹奏楽部

　の演奏に加え、大阪府警の人気キャラク

　ター(フーくん、ケーちゃん)も参加され

　大いに盛り上がりました。

③秋の全国地域安全運動に参加

　日時／10 月11 日(土）11 時

　場所／北警察署前

　通行中の皆様にひったくり防止カバーの

　取り付けを実施し、防犯意識の向上を図

　ることが出来ました。

④広島豪雨災害義援金

　9 月16 日の例会で義援金をお願いしま

　したところ35,700 円集まり、RI2710 地

　区( 広島・山口）緊急対策本部に送金し

　ました。早速RI2710 地区 金子ガバナー

　よりお礼状が届きました。

⑤堺市民オリンピックに10,000 円、堺市展

　に7,000 円それぞれ協力しました。

活動計画

・春の火災予防運動に協力。

・春の全国交通安全運動に協力。

・春の全国地域安全運動に協力。

・「陵東館長曽根」でのボランティアコン

　サート。

・大相撲 遠藤関と高齢者施設・保育所等

　を激励訪問。

＜青少年奉仕委員会＞

委 員 長　松永　典子

副委員長　阪上　　健

実績報告

　委員会を開催し青少年に対する活動計画

を立てていましたが実行に至らず申し訳あ

りません。

①9 月 2 日例会にて阪上副委員長により青

　少年奉仕インフォメーションを行なった。

活動計画

・社会奉仕委員会と協力し、地域内の人々

　の生活の向上および青少年の非行防止と

　健全なる青少年の育成に努める。　　　

＜国際奉仕委員会＞

委 員 長　佐々木伸二

副委員長　上松瀬　洋

実績報告

①大阪府立大学留学生弁論大会に10,000

　円の寄付をした。

活動計画　

・1 月、NPO 法人エスペランサを通じ、ギニ

　アビサウの中学生1 名を里親としてする

　ために36,000 円を支援する。

・2 月3 日例会にて国際奉仕委員会のイン　

　フォメーションを行う。

＜ロータリー財団委員会＞

委 員 長　八百　正浩

副委員長　藤田　隆生

実施報告

①特別寄付として19 名の会員から208,000

　円を集金し、R I へ送金した。
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②マルチプル・ポールハリス・フェロー 2

　回目を会員1 名が受賞しました。

③11 月4 日例会にて元財団奨学生の田原

　希美さんが留学中の様子をプロジェク　

　ターを使って卓話しました。

活動計画　

・新しい情報があれば、その都度、会員に

　発信していきます。また引き続き特別寄

　付も受け付けて参ります。

＜米山奨学会委員会＞

委 員 長　篠田　寛人

副委員長　市平　　一

実績報告

①18 名の会員から特別寄付として19 万円

　を集金したので12 月26 日に米山記念奨

　学会へ送金しました。

②10 月21 日例会にてインフォメーション

　を行い、その後、米山記念奨学会から取

　り寄せたDVD を上映しました。

活動計画

・米山功労者、準功労者の増員・拡大を図る。

・全会員に地区目標を達成できるよう啓発

　する。

＜ＳＡＡ委員会＞

委 員 長　寺山　武夫

実績報告

　上半期頭書の通り活動方針ならびに実施

計画は順調に実行してきました。

活動計画

　下半期も活動方針ならびに実施計画は頭

書取り決めた通り実行していきます。

＜会計＞

橋本　勝也

実績報告

①年度初めの方針通り堺東ロータリークラ

　ブ細則の規定通り、厳密、適正な資産管

　理、会計業務を行った。

②毎月、理事会前に収入・支出の調査を行

　い、理事会に提出した。

③毎月の収入・支出の帳簿及び伝票の調査

　を行った。

活動計画

・上半期と同様、堺東ロータリークラブ細

　則第4 条第 6 節の規定に則り実施する。

・毎月理事会前に収入・支出の調査、帳簿

　及び伝票の調査を行い、理事会に報告す

　る。

・委員会活動資金は、できるだけ予算範囲

　内で執行されるようにする。


