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７月度各種お祝い 

 

会員誕生日  岡本勝士会員 犬伏幸代会員 

家族誕生日  田中多恵子様 山田康弘様 

会員記念日  田辺弘樹会員 

創立記念日  坂口義郎会員 今野華会員  

中野一郎会員 
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幹事 京谷 知明 （写真右） 

 

 

本日の例会  

◆ 会長の時間 ◆ 各種お祝   

◆ 出席報告  ◆ 幹事報告 ◆ 委員会報告  

◆ 地区大会事務局長報告 ◆ ＳＡＡ報告 

２０１０-２０１１年度 

第１回例会 
会長・幹事 就任挨拶 

次回の例会予告（第６２５回例会） 
      

7 月 8 日(木) 

 

クラブフォーラム 



 

 2 

例会の記録 (第 622 回例会) ･･････6 月 10 日･･････ 

[唱和] 

「THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS」 

「ロータリーの未来はあなたの手の中に」 ｢四つのテスト｣ 唱和  

｢堺フェニックスロータリーの歌｣  

 

会長の時間                      今野 華 会長 

 

本日は、今年度の通常例会の最後になります。 

会長の時間も、いよいよ今日で最期になりました。後ほど卓話の時間に、退任のご挨拶を申

し上げます。月並みな表現ではございますが、あっという間に、この日を迎えて了ったという

のが、実感でございます。 

 今週の週報に、熊取雑誌広報委員長が、お書き下さっておりますが、｢ロータリーの友｣6 月

号の４１頁を皆様お読み下さいましたでしょうか？2009~2010 年度の地区大会略報の記事に、

私達のクラブの地区大会出席者が会場の舞台に上がって、｢GO,SAKAI,GO,おいでよ堺｣と大書さ

れた横断幕を揚げている写真が掲載されました。 

村上年度に次年度の紹介写真をのせていただき、周囲からの期待の大きさに、改めて責任の重

さを認識致した次第です。 

 末週は、6月 20 日のモントリオールでの国際年次大会で例会を行うことになっています。出

席できない方は 6月 26 日にメーキャップしていただけますのでよろしくお願いします。以上 

 

感謝状の授与 
 

プライマリーアーツ株式会社        堺フェニックスＲＣ 

代表取締役 西川 忍 様         上田 俊夫 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際ロータリー米山記念奨学金の 

趣旨に対する深いご理解のもと、

2009-2010 年に堺ﾌｪﾆｯｸｽ RC を通し多

額のご寄付をされ、その運営に多大

なる貢献をなさいました ここにそ

の御厚意に対し深く感謝の意を表し

ます。 

永年にわたり国際ロータリー奉仕プロジェクト

国際奉仕部門に於ける海外留学生のカウンセラ

ーとして多大の貢献をしてこられました ここ

にその御尽力に対し深く感謝の意を表します。 
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会長退任の挨拶                    今野 華 会長 

 

                 

退任の挨拶を申し上げるべくこの場に立ちまして、真先に 

               沸き起こってまいりますのは、心の底からの感謝、皆様方、 

               クラブ会員全員に対する感謝の気持でございます。 

               この一年間、本当に暖かく見守っていただき、惜しみない 

ご協力、ご支援を、全ての会員の皆様方からいただきました。

心から御礼を申し上げます。 

  

 

思い返せば、CLP 採択の初年度であり、尚且つ、ガバナーエレクトクラブとしてのあり方、

この 2点に関して何もかも初めての事ばかりでございました。 

昨年 7 月出発に際して、私はクラブの運営を、トップダウンでもボトムアップでもない水平

方式、新幹線方式の云わば横型で以ってお互いを助け合って進めていき、会長はその潤滑剤と

しての役割を果たしたいと申し上げました。一年間の成果については、先週のクラブアッセン

ブリーで各クラブ活動委員長から報告をしていただきましたが、まずまず何とか合格点はいた

だけたのではと、思っておりますが如何でしょうか？ 

アッセンブリーの席上、山田義夫ガバナー補佐様は、フェニックス RCは、エレクトクラブと

して非常に活気あり熱気ありそして、殺気？(私の耳にはこのように聞こえましたが) 活気、熱

気に溢れそして、殺気すら感じられるとご講評いただきました。お誉めの言葉であったのでし

ょうが、殺気とは少々気になる言葉ではあります。多分ジョークだとは思いますが、いささか

でもそのような気配を感じさせるものがあったとすれば、反省点だと思います。プラス志向に

考えて、｢恐ろしい位の破竹の勢いがある｣と仰っていただいたと思っております。 

 私が会長に就任いたしました 2009 年のペッツの席上、平尾パストガバナーは会長の心得とし

て、これからは１日 2～3分でもよいからロータリーのことを考える習慣を持つようにとの指示

がありました。振り返ってみますと、私自身、今まで例会へ出席する時間以外に、あまりロー

タリーについて考える時間はとっていなかったと気付かされたものでした。この御言葉を忠実

に守ったとは、云い難いものがありますが、ともかく、私なりに一生懸命やらせていただきま

した。 

私は年は重ねておりましても、もともと四角四面の人間でございまして柔軟性に乏しい、固

苦しい性格でもありますので、さぞかし皆様に、心ならずもご不快を感じていただくこともあ

ったことと、改めてお詫びを申し上げます。しかし乍ら、評判の優秀な人材の揃ったフェニッ

クス RCでありますので、各委員長を始め皆様にしっかり支えていただき、今日を迎えることが

出来ました。重ねて御礼を申し上げます。 

いつのことだったか、米田ガバナーエレクトが『ガバナー就任三年前のノミニーの時代から

を、ホップ、ステップ、ジャンプと三段跳びに例えるならば、ステップに相当するこのエレク

ト時代に、周到な準備をすることによって、本番であるガバナー年度にむけて、好スタートが

切れる』と仰っておられましたが、今年がまさしくその大切なエレクト年度でありまして、ク

ラブの全員がそれぞれ地区代表幹事、地区副代表幹事、地区幹事として、一泊二日の第一回ペ

ッツ、第二回目のペッツ、地区研修セミナー、それに地区協議会と、四つの大きな会議を全員
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で協力して乗り切った事、そして、これらをやりとげた全員が他では、身につけることの出来

ないロータリーについての諸々の知識を得ることが出来たこと、こんな素晴しい年度に会長を

やらせていただけたこと、これが一番大きな感謝及び収穫、みのりでございます。 

 本当に当クラブは、すべての会員が、それぞれ偉大なパワーの持ち主であることがよくわか

った年度でもあったと思います。全員の偉大な大きなパワーの前には、会長の潤滑剤としての

役割など、どこかに隠れて了って、おかげ様で大過なく任務を終えることが出来ましたが、と

りわけ尾羽根幹事には多大なご負担をおかけ致しました。又、事務局の李さんも万事そつなく

率先して仕事をこなしていただいて大いに助かりました。ありがとうございました。どうぞ来

期ガバナーｽﾞクラブとして、片木会長京谷幹事のもと、ますますフェニックス RCがより大きく

羽ばたいて、発展成長することを希って、ﾊﾞﾄﾝをお渡し致し、私の退任の挨拶といたします。

ありがとうございました。                           終り。 

 

 

幹事報告                     尾羽根 伸幸 幹事 

 

 

昨年の７月より、２度目の幹事を仰せつかって丁度１年がすぎ、 

今日が最後の例会日となりました。 

昨年の１２月にもお話を最初の時はさせていただきましたが、 

一年目は何も分からずに、あっという間に１年が終えました。 

２度目にはいろいろなことをしたいと考えておりましたが、 

あっという間に１年が過ぎました。その間、幹事らしい事が 

何も出来ずに終わったなと思います。 

特に、今年度は、米田 GE年度でありますので、クラブとしては、しっかりと支えていかなけれ

ばならない年でありますが、パイプ役としてまだまだ不十分であった反省しております。それ

から、事務員の件や例会運営についても、前回のときはうまく出来なく大変苦労をしましたの

で、今回こそと思っておりましたが、今回は事務員がしっかりしてくれておりますので、全て

まかせている状態でして、申し訳なく思っております。 

会計の件でも同じで、前回はまったく出来なかったので、今回こそと思っておりましたが、周

防会計とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ不足で皆さんにご迷惑をかけております。 

そして、各奉仕委員会の活動への協力にしても、積極的にできなくてこの半年は特に社会奉仕・

職業奉仕については何も活動できなかったのではないかなと思います。 

一年間のご協力ありがとうございました。 

重ねてご協力に感謝申し上げて、退任のご挨拶といたします。 

 

退職挨拶                                事務局  李ファン様 

 

６月末に退職させていただきます。 

３年間、いろいろとありがとうございました。 

今後は、米山学友として、またよろしくお願いします。 
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ＳＡＡ報告（ニコニコ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告ＳＡＡ 

 

 

 

 

 

 

 

他クラブ例会変更 

堺西ロータリークラブ 

平成 22年 7月 15 日(木)の例会は、同日、カンボジア スナーダイクマエ孤児院絵画展 in 

神戸 鑑賞会へ 神戸市中央区 神戸電子専門学校エントラントギャラリー に変更 

 

本日は退任のご挨拶をさせていただきま

す。よろしくお願いします。 

            今野 華 会長 

本日は今年度最終例会です。一年間おつき

あいいただきありがとうございました。 

尾羽根 伸幸 幹事 

今野会長、尾羽根幹事様 本当にご苦労様

でございました。     

犬伏 幸代 会員 

今野会長、格調高い例会を目指してくださ

った事感謝しています。尾羽根幹事、気軽

に難でも相談させていただけましたありが

とうございました。      

石田 得子 会員 

今野会長尾羽根幹事、1年間いろいろとお世

話になりました。次年度もよろしくご指導

のほどお願いいたします。 

            片木 修 会員 

今野会長、尾羽根幹事、お二人ともこの一

年間大変ご苦労様でございました。 

老人で何もお手伝いできず、返って色々と

御親切を頂き、本当に、ありがとうござい

ました。 

           熊取 敬子 会員 

今野会長、尾羽根幹事、一年間ご苦労様で

ございました。後 20 日、この 20 日間が終

れれば、本当に終わりです。もう少しの間、

よろしくお願いいたします。 

            楠 玲子 会員 

今野会長、尾羽根幹事、お疲れ様でした。

いろいろお世話ありがとうございました。 

          松本 美和子 会員 

今野会長、尾羽根幹事、本当にご苦労様で

した。         

三村 文男 会員 

今野会長、尾羽根幹事、1 年間ご苦労様で

した。         

中野 一郎 会員 

会長、幹事、1 年間ご苦労様でした。あと

20 日間、頑張りましょう。 

岡本 勝士 会員 

今野会長、尾羽根幹事様、立派に役職を果

されました。本当にご苦労様でした。 

           小野 晃範 会員 

今野会長、尾羽根幹事、1 年間大変だった

ことと思います。お疲れ様でした。次年度

ガバナー年度に向けて、たくさんの会員を

増強された功績は大きいですネ。スバラし

いです。 

           田中 範子 会員 

今野会長様、尾羽根幹事様、今年 1 年間本

当にお疲れ様でございました。誠に有難う

ございました。 

          辻野 美智子 会員 

会長幹事さん 一年間本当にごくろうさま

でした。        

上田 俊夫 会員 

今野会長、尾羽根幹事、一年間ご苦労様で

した。ガバナーエレクトとして充分なご支

援を賜り、心より御礼申し上げます。クラ

ブ会員の皆様本当に有難うございます。次

年度片木会長、次年度京谷幹事何卒よろし

くお願いいたします。      

米田 眞理子 会員 

会 員 総 数 32 名 

本 日 の 出 席 22 名 

(内出席率計算会員) 20 名 

本 日 の 出 席 率 76％ 

修正出席率 (5/20)  88.88％ 
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理事会･委員会組織表 2010～2011 年 

 理   事   会 堺フェニックス RC 

役員 会   長 片 木  修 理事 (奉仕プロジェクト) 中野 一郎 

役員 会長エレクト 尾羽根伸幸 理事 （ロータリー財団） 辻野美智子 

役員 副 会 長 上田 俊夫 役員 幹   事 京谷 知明 

理事 (会員増強・退会防止) 熊取 敬子 役員 会   計 岡本 勝士 

理事 (クラブ広報) 田中 範子 役員 Ｓ．Ａ．Ａ 三村 文男 

理事 (クラブ管理運営) 田中 眞琴  直 前 会 長 今野  華 

   記録 副 幹 事 田辺 弘樹 

    委   員   会 

委員会名 委員長 副委員長 

会員増強維持 熊取 敬子 周防 君子 

  選考・職業分類 周防 君子 坂口 義郎 

クラブ広報    田中 範子 今野  華 

 ロータリー情報 今野  華 岡本 勝士 

クラブ管理運営 田中 眞琴 三村 文男 

親睦(友好クラブ)    犬伏 幸代 向井 利之・有住 和浩  
 

クラブ会報 田辺 弘樹 森島 憲治・中井 昭宏  

奉仕プロジェクト 中野 一郎 上田 俊夫 

職業奉仕    石田 得子 米田眞理子・細川 浩二 

社会奉仕 松本 美和子 山田 真樹・片岡  嵩  

国際奉仕 吉川 美幸 尾羽根 伸幸・酒井 誠 

ロータリー財団 辻野 美智子 小野 晃範 

ロータリー財団小 辻野 美智子 楠  玲子 
 

米山記念奨学 小野 晃範 宅  一朗 

SAA・プログラム・出席 三村 文男 田中 範子・細川 浩二 

会計監査                     ：周防 君子 

地区大会参加推進委員・国際大会参加推進委員    ：片木 修・京谷 知明 

研修リーダー                   ：片木 修 

ＩＴ委員                     ：片木 修・京谷 知明 

青少年交換委員                  ：京谷 知明 

クラブ拡大委員                  ：尾羽根 伸幸 

ＧＳＥ委員                    ：吉川 美幸 

ロータリーファミリー委員会            ：向井 利之

 


