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例会場：ホテルセイリュウ  例会：毎週木曜日 12:30～  HP：http://www.higashiosaka-eastrc.jp  

会長：吉﨑広江 ／ 幹事：大橋秀典 ／ 会報資料担当：梶田梓聞 

 
 
■ 退任挨拶 

会長  吉崎 広江 君 

   幹事  大橋 秀典 君 

 

 

■ 今日の歌 
「われらがロータリー」 

ピアノ 岩島 佳子 先生 

 
 

 
 
■ 7 月7 日（木） 

就任挨拶 

   会長 芳田 至弘 君 

   幹事 河村 幸司 君 

 

■ 例会前 10：30～ 

7 月度定例理事会 

 

 

■ 新旧会長・幹事歓送迎会 

18：30～ 於：オ・セイリュウ

 

 

先週（6/23）の出席者数：38 名（0）

ﾋﾞｼﾞﾀｰ 1 名：香里園ＲＣ 

 西邨 智雄 様 

ｹﾞｽﾄ 1 名：米山奨学生 

     ﾖｼｭｱ･ｱﾃﾞｨ･ｴｶﾃｨﾙﾀ さん

出席率：67.86％ 

会員：62名（免除6名） 

 6/2 6/9 6/16 

HC出席 休会 39(0)名 42(0)名

MU出席  9(1)名 6(0)名 

修正出席率  84.21％ 85.71％

 
               吉 﨑 会 長 

みなさま、いよいよ今年度の 終例会になりました。会長の時間を受け持つのも 後になります。１年間ありがと

うございました。また、 後の 後の先週の定足数例会は、私の準備不足のため十分議論ができず申し訳ありません

でした。今回の定足数例会の大きな議題であった入会金の件を含め、週報にまとめ解説を投稿いたしましたので、そ

ちらを十分ご覧いただくようお願いいたします。 

 さて、先週の定足数例会に先立ち、 後の臨時理事会を開催いたしました。そこで、三宅会員より提出された退

会届を承認いたしましたのでお知らせします。三宅会員は、 後の 後までロータリーを続けられるよう努力された

のですが、事業の関係でやむなく退会を決意されました。早く再入会できるよう引き続き頑張るとのお言葉を頂いて

おりますので、その日をお待ちしたいと思っています。また、梶田会員が大阪大手前ロータリークラブに移籍をご希

望され、6 月度定例理事会にて承認いたしました。梶田会員のご挨拶は後ほどお願いしたいと思います。大阪大手前

ロータリークラブでのご活躍を期待しております。 

 会長の時間には、「クラブ活動やロータリー全般に関わる情報を提供すること」が推奨されています。この 1 年

間は、それを心がけてお話しをさせて頂きました。当クラブでは、様々な奉仕活動が絶えず行われており、一度も内

容が無くて困ることはありませんでした。むしろ、実際このような内容で話をしてみると、クラブの皆様とそれぞれ

の奉仕活動に関する話題を共有する機会は、この時間しかないことに気が付きました。まれに委員会報告の委員長の

ネタを先にお話ししてしまうことがあったことはお詫びしますが、例会をお休みされた会員の皆様にも届く週報記事

としての会長の時間には、それなりに意味のある内容をお届けできたと思っています。今日の 終例会では、退任あ

いさつの時間も頂きます。一年間の会長としての締めくくりをしっかりとお話しできたらと思っております。 
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世界へのプレゼントになろう

『 素 直 な 心 で 、 プ レ ゼ ン ト の 喜 び を 分 か ち 合 お う 』 
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クラブ会長の任期を終えるにあたり、退任のあいさつ

として、皆さまに一言お礼を申し上げます。 

 まず、幹事という大役をお引き受け頂き、共に1 年

間走ってくださった大橋さん、ありがとうございまし

た。この1 年間は、出張の予定を入れる時、絶えず例

会の日程を気にかけ続けて下さったこと、申し訳あり

ませんでした。私が快適に会長を務められる様にと

様々な心配りを頂いたこと、本当に有難うございまし

た。 

お忙しい中SAA を引き受けて下さった梶本さん、例

会食を2 パターンにするという新しいアイデア、結果

的には座席の固定化という問題はありましたが、素晴

らしいチャレンジでした。ニコニコ箱も予算達成あり

がとうございました。 

会員増強・職業分類委員長の水上さん、2 名の増強

有難うございました。また、副会長をお引き受けいた

だいたこと、感謝いたします。これからどうぞよろし

くお願いいたします。 

会員研修・会員選考委員長の広田さん、終盤に RI

規定審議会というヤマ場があり、大変お世話をおかけ

しました。年度別炉辺会合の大成功ありがとうござい

ました。 

出席・プログラム委員長の古川さん、他クラブの方

が感激されるほどの和気あいあいとした例会運営、あ

りがとうございました。お祝い順序の変更で、スムー

ズに例会を進めることができました。 

親睦活動委員長の藤本さん、楽しい秋の家族会・ク

リスマス家族会ありがとうございました。この二つの

家族会を焼き物で結ぶという試みは、クラブ初のもの

だったと思います。予算で無理をお願いしてすみませ

んでした。 

広報委員長の大塚さん、週報の切り替えができたの

は、大塚さんのお陰です。ありがとうございました。

マイロータリーの広報もお疲れさまでした。 

職業奉仕委員長の寺尾さん、職業研修・出前授業で

クラブの職業奉仕を実り多いものにしていただきあり

がとうございました。365 日朝から晩まで仕事される

寺尾さんの職業奉仕が結果に繋がったと感じています。 

社会奉仕委員長の森本さん、水辺の学校の時、大遅

刻してすみませんでした。いつも受け取る方々の心に

届く社会奉仕活動を企画していただいたこと、感謝い

たします。例年同じ奉仕活動と言われますが、その内

容はずいぶん違うということに気づかされました。児

童養護施設の子供たちに対する気付きについて、是非

次年度に引き継いでいただければと思います。 

国際奉仕委員長の三宅さん、ご自身が大変な時に、

ミャンマーに行きヤンゴン RC とのコンタクトを確認

頂いたこと、有難うございました。責任感の強い三宅

さんが国際大会に行けなかった事、ご本人が一番残念

であったと思います。退会は残念ですが、またすぐク

ラブに戻り大きな奉仕をされること、楽しみにお待ち

しています。 

財団委員長の北埜さん、補助金手配や寄付金とりま

とめ、ありがとうございました。財団のプロフェッシ

ョナルで安心してお任せできました。 

青少年奉仕委員長の一由さん、長期・短期の交換学

生、米山奨学生と多くのプログラムの実施に奔走頂き、

ありがとうございました。花園高校とのご縁は、ずい

ぶん以前にはありましたが、しばらく途絶えたままで

した。それを再度つないで頂いたこと、ありがたかっ

たです。担当の板倉さん、寺田さん、そして米山カウ

ンセラーをお引き受け頂いた斉藤さん、それぞれ貴重

な時間を青少年のために割いてくださったことに感謝

申し上げます。きっと何年か後に、立派に成長した子

供たちが戻ってきてくれると楽しみにしております。 

会計の吉川さん、いつも完璧に途中経過を報告頂き、

ありがとうございました。総予算がある以上、それに

沿った運営を行う責任がありますが、会計が吉川さん

であったことで、どれほど安心であったかわかりませ

ん。あと少し会計報告までお世話をおかけします。 

無任所理事の須﨑さん、初理事メンバーが多い理事

会運営を、ベテランとして支えていただきありがとう

ございました。いざというときに天の一言をいただき

助かりました。 

直前会長の天野さん、どんな事でもわからない時に

いつでも電話してすみませんでした。しっかりした後

ろ盾のお陰で自信が持てました。今後のクラブに大き

な役割を担う「中・長期計画委員会」の委員長をお引

き受けいただけたこと、感謝申し上げます。 

副会長の田中さん、ヤンナワとの GG をお任せして

済みませんでした。大先輩なのに、常にクラブ運営の

事を真摯に学ぼうとされる姿勢にこちらが学ばせてい

ただきました。ありがとうございました。 

そして、明日から会長の芳田さん、河村幹事と一緒

にクラブ運営をされる中、微力ではありますが、直前

会長として関わらせていただきます。何かありました

らいつでもお声掛けください。 

事務局の岡本さん、泉さん、事務局交代という大き

な出来事の中、必死にクラブ運営を支えて頂きありが

とうございました。また、姿はありませんでしたが、

電話で何度も質問に答えて下さった前事務局の斉藤さ

ん、ありがとうございました。 

後に、東大阪東ロータリークラブのみなさん、一

年間私たち理事を励まし盛り立てて頂きありがとうご

ざいました。紙面の都合上、おひとりおひとりの名前

を挙げられず申し訳ありません。みなさんのお陰で 1

年間を無事に終わることができました。本当にありが

とうございました。 

 

 

会 長 退 任 挨 拶 



 

大 橋 幹 事 

本年度 終の幹事報告となりました。一年間、ご指導、

ご協力有難うございました。 

≪これからの予定≫ 

【１】7/3（日）2016-17 年度米山総会及び新規奨学

生歓迎会 

【２】7/6（水）大阪府立たまがわ高等支援学校学校

見学会（金子会員、河村会員、城戸会員、寺尾会

員、西森会員、森会員、山田会員出席） 

【２】7/7（木）例会前 10：30 より、7 月度定例理

事会、午後 6 時半～、新旧会長・幹事歓送迎会 

於：オ・セイリュウ 

≪連絡事項≫ 

【１】7/7（木）18：30 よりオ・セイリュウにて新旧

会長・幹事歓送迎会を開催致します。多数のご参

加宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

幹事退任にあたり、一言ご挨拶をさせていただきます。 

振り返れば長いようで短い一年でした。 

初にお引き受けしたときは、どうなることかと言う

思いが強く、特にベテラン事務局の斎藤さんが退職さ

れるということが一番の不安でした。 

それと、わがクラブ初の女性会長をうまく盛り立てて

行けるかどうかも大きな心配でした。 

しかし、新任事務局の岡本さんと二人三脚で試行錯誤

を繰り返しながら何とか一年を乗り切ることが出来ま

した。 

今回幹事をして、わかったことはクラブ運営が如何に

大変なものであるかと言うことと、人のお世話をする

大切さを学んだ事だと思います。 

年次総会の進め方や定足数例会での採決承認要件や承

認決議の取り方で指摘をされたり、指導を受けたこと

で私の勉強不足が露呈しましたが、私にとっては良い

経験になったと確信しております。 

また、国際奉仕委員長の三宅さんが国際大会出席困難

になり、途中で引き継いだことも大変でしたが、良い

勉強になりました。 

結果的には細かいところでは色々と問題もありました

が何とか無事に一年が過ぎ、５１年目の新たな年をス

タート出来たのではと思いますし、次の河村さんへも

スムーズな引継ぎが出来る環境が出来たと思っており

ます。 

これもひとえに会長をはじめ、クラブ会員の皆様、事

務局の岡本さんや泉さんの協力があっての賜物だと感

謝しております。 

これからもこの経験を活かし、RC ライフを楽しみたい

と思っています。 

本当にありがとうございました。 

 

 

◎職業奉仕委員会           寺尾委員長 

平成28 年6 月13 日（月）から6 月24 日（金）まで 

の平日10 日間、大阪府立たまがわ高等支援学校高等 

部2 年生の職場体験実習を実施致しました。 

6月21日には森会員の「ミエ産業」、23日には広田会員

の「広栄（株）」にて実施致しました。 

 

ミエ産業㈱  森 会員 

＜作業内容＞ 

○自社製品の説明 

○流通の仕組み 

 伝票をパソコンから出し、製品をダンボールの箱に詰

め伝票を貼り出荷する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広栄㈱  広田会員 

＜業務内容＞ 

○外食産業を力強くサポートする 

○和・洋・中・業務用食材・資材の販売 

冷凍57％ 加食31％ 他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹 事 報 告 委 員 会 報 告 

幹 事 退 任 挨 拶 



寺尾会員が応援！ 東大阪出身 上山選手 

 

リオのパラリンピックにアーチェリーで出場する東大

阪出身の上山選手です。応援しましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

井上会員宅 原始蓮 

 

 

梶本ＳＡＡ 

◎本日定足数例会、宜しくお願い致します。 

吉﨑会長 大橋幹事 

◎本日卓話です。よろしく。      大塚会員 

◎中田 武仁名誉会員ご逝去を悼みご冥福をお祈り

致します。 

    天野会員 石田会員 井上会員 大塚会員 

    岡田会員 表 会員 梶田会員 梶本会員 

    勝山会員 北川会員 吉川会員 城戸会員 

    駒林会員 島 会員 出口会員 寺田会員 

    寺西会員 鳥居会員 西森会員 広田会員 

    藤本会員 古川会員 水上会員 水谷会員 

    溝畑会員 山田会員 吉川(千)会員 

◎北川さん、表さん、島さん、お世話になりました。

有難うございました。        水谷会員 

◎井上さん、有難うございました。   水谷会員 

◎駒林さん、有難うございました。   芳田会員 

◎熊本災害お見舞い申し上げます。 

  金子会員 大橋会員 吉川会員 梶本会員 

◎石田さん、有難うございました。   吉崎会員 

◎はじめてゴルフでパーとりました。（東条の森

で）                一由会員 

◎欠席お詫び 

    大塚会員 城戸会員 常楽寺会員 

鳥居会員 古川会員 

                  計41,000円

 

 

 

ＳＡＡ報告 (ﾆｺﾆｺ箱) 


