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2021-2022年度RIテーマ

＜四つのテスト＞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
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☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2539回）
２）ソング
我等の生業
３）卓 話 「近ごろ夜空を見上げたこと
ありますか？」
寝屋川ロータリークラブ
青少年奉仕委員会
委員長 向井 弘 様
仲西 良浩会員紹介

☆☆

７月度の在籍表彰

53ヵ年 川本 浩
8ヵ年 寺杣 晃一

☆☆

38ヵ年 橋本 守之
5ヵ年 坂東 信幸

3ヵ年 小寺 寿矢
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 挨 拶 ☆☆

当クラブ本年度の運営と活動方針
「奉仕しようみんなの人生を豊かにするために」
このＲＩ会長のメッセージは端的に私達が
ロータリークラブで活動する意義を表現されて
いるものであると思います。日常的に職業、社会
活動を通し奉仕の理念を推奨育成することが人
生を豊かにすることの基礎となります。
本年度、当クラブは「温かいクラブ」をテーマ
とした運営に取り組みます。「温かい」とは 現
状に漫然と過ごす事でなく、時にはよりよい取
り組みの為に真剣な議論を深める事も必要かと
考えます。
あらためて、会員の皆様と「温かいクラブ」か
ら、奉仕に参画する意義を感じ、楽しく、活気の
あるクラブ運営を行ってゆきたいと思います。
近年の会員数の減少、また新型コロナ感染症
の流行等、これからの運営には様々な制約が考
えられますが、会員一丸となり今後取りむ方向
や手法の模索を行いながらの運営としてまいり
ます。

ＮＯ．２５３９
次週（７月１５日）のお知らせ

１）例

会 （2540回）

２）ソング

ロータリー讃歌

３）クラブ協議会（ガバナー補佐訪問）
４）ガバナー補佐訪問懇談会

ＲＩ会長メッセージおよび地区の方針を受けて
の施策
①会員基盤の増強に関すること
会員増強の前提として会員間が疎遠とならな
いように留意し退会の防止とする
今後3年間で会員数を10％以上の純増とし毎
年5％以上の純増を目標と致します
②多様性や教育の支援に関すること
国際的な視点で多様な環境に対応できる青少
年の育成支援
③ＩＴ化の推進化
会員間に有用な情報の共有を行い、開かれた
活動によりクラブ活性化につなげる
④中長期に亘る戦略的な運営
戦略計画委員会などによる会員規模、財務と
のバランスによる中長期事業の見直し
何事も信頼する仲間と本音で語り合い、開か
れた活動を行う事が皆の人生や周辺を豊かに
し、結果、発展につながる事と思います。
どうぞ素晴らしい仲間と共に思考錯誤しなが
ら進んでまいりましょう。
理事役員挨拶
幹事、職業奉仕、青少年奉仕、国際奉仕委員長
から、今年度に取り組む決意として力強いメッ
セージを頂きました。

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
外国ゲスト

☆☆

０名
３名
０名
０名

会員総数
会員出席

44名
31名(40名)
18名
9名

会員欠席

幹 事 報 告

☆☆

①会員身分証明書・ロスター２冊を会員ポスト
にお配りしております。個人情報保護の意味
からロスターにナンバーリングをさせていた
だいておりますのでよろしくお願いいたしま
す。なお、年次計画書は7月15日のクラブ協議
会当日に全会員に配布させていただきます。
②7月1日からロータリーレートが1ドル＝111円
に変更になっております。（６月 1ドル＝109
円）
③座席表（7～9月分）を本日お配りしております
④クラブ協議会のご案内を本日お配りしており
ます。出欠のご返事を事務局までお願いいた
します。

☆☆ に こに こ箱 ☆☆

敬称を略す

新年度の始まりです。皆様宜しくお願い致しま
す。
寺杣 晃一
3回目の副会長を務めさせて頂きます。寺杣執
行部にご協力の程、宜しくお願いします。
郡 悦清
寺杣会長ガンバレ！！役員の皆様ごくろうさん
です。
衣斐 孝雄
新年度の寺杣会長以下理事役員の皆様この一年
間よろしくお願いいたします。
坂本 一民
寺杣会長、平尾幹事、理事役員の皆さん、本年
度1年間ご苦労様です。頑張って下さい。
橋本 守之
寺杣会長、郡副会長、平尾幹事よろしくお願い
します。
南川 和茂
寺杣会長、平尾幹事はじめ皆さんには又、一年
お世話になります。
大矢 平治
本年度は又、会計をさせていただきます。よろ
しくお願いします。
在本 茂
寺杣会長、郡副会長、平尾幹事理事役員の皆様
一年間宜しくお願い致します。
石田 道夫
寺杣会長、郡副会長、平尾幹事、理事役員の皆
様１年間よろしくお願いします。 川原 和彦
最終例会欠席お詫び。中島前会長鍬田前副会
長、髙橋前幹事執行部の皆様お世話になりまし
た。
川原 和彦
寺杣会長、副会長、幹事、理事役員の皆様、1
年間よろしくお願いします。
鍬田 充生
寺杣会長、郡副会長、平尾幹事１年間のご活躍
をお祈りします。
山本 喬一

）内は会員総数を基準とした値

7月1日の出席率
77.50％
14週間前（4月1日）の
出席率 79.49％
2名（欠席者10名)
寺杣会長、郡副会長、平尾幹事、本年度頑張っ
て下さい。
髙田 肇
寺杣会長、郡副会長、平尾幹事、役員の皆様一
年間ガンバッテ下さい、
中村 修
11ヵ年在籍表彰自祝
中村 修
寺杣会長、平尾幹事1年間がんばってください
中島 清治
幹事として1年間頑張ります。皆さん、よろし
くお願い致します。
平尾 彰彦
寺杣会長、平尾幹事本年宜しくお願いします。
髙橋 俊起
寺杣年度スタートを祝して
小寺 寿矢
寺杣会長、郡副会長、平尾幹事本年度よろしく
お願いします。
末澤 正大
本年度、1年間ＳＡＡ一同を宜しくお願い致し
ます。
髙田 肇
令和3年7月1日

合計金

145,000円

累計金

145,000円

☆☆ 新年 度初 例会 ☆☆
7月1日（木）新年度初例会において寺杣 晃一
会長から新年度方針の発表に続き、理事役員か
ら１年間の決意が表明がされました。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
冷製、グリーンピースのヴルーテ、
ベーコン風味のブラマンジェー添え
ブレザージュソース
ラズベリーソース
コーヒー又は、紅茶
バゲット、胡桃入りソフトロールとバター

