
 

 

第６２５回例会 通巻６００号

平成２２年７月８日 ２０１０～２０１１年度Ｎｏ．２

 

 

出席報告         S.A.A 

 

 

   会長・幹事バッジ引継 

 

 

 

 

 

 

 

 

左から 

尾羽根前幹事・今野前会長・片木会長･京谷幹事 

 

7 月度各種お祝い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会  

◆ 会長の時間 ◆ 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 

7 月 8 日(木) 

 

地区大会の打合せ 

次回の例会予告（第６２６回例会） 

 7 月 15 日(木) 

例会変更 

7 月 15 日(木) 

クラブ会長会議 

(全日空ゲートタワーﾎﾃﾙ） 

会 員 総 数 32 名 

本 日 の 出 席 19 名 

(内出席率計算会員) 19 名 

本 日 の 出 席 率 80.7％ 

修正出席率 (6/3)  84.61％ 
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例会の記録 (第 62４回例会)                ･･････７月 1 日･･････ 

[唱和] 

「BUILDING COMMUNITIES BRIDING CONTINENTS」 

「地域を育み、大陸をつなぐ」    「ロータリーの綱領」         

 

国歌｢君が代｣ 「奉仕の理想」  

 

会長就任の挨拶                    片木 修 会長                   

 

レイ・クリンギンスミス R1 会長は、本年度の国際ロータリーのテーマを「地

域を育み、大陸をつなぐ」とされ、ロータリアン以外の人にロータリーの

目的を説明することと、ロータリアンに自分たちの活動の意義を再認識し

てもらう必要があることを強調しておられます。 

 そして、ロータリーの奉仕の精神が実現できれば、私たちはクラブと地

域社会の両方を動かすことができ、さらに、幅広いプログラムを通じて国

際理解、親善、平和を推進するために、2百余の国と地域に存在する 3万 3

千のロータリークラブのネットワークを活用し奉仕の輪を広げることができると述べておられます。 

 また、米田真理子２６４０地区ガバナーは、地区の運営方針を「今を大事に行動し、ロータリー

の未来を築こう」とし、ロータリーの活動の原点である親睦と奉仕のために私たち会員のなすべき

ことはただ一つ、天地の理法をもって積極的に行動するのみであり、如何に実践するかにかかって

いることを強調され、私たちの次の世代にも引継がれる素晴らしいロータリースピリッツを未来に

残して行こうと述べられています。 

 地区のキーワードとしては、「育もう、友愛の心」とし、ロータリーの縁による友愛の心を更に育

み、ロータリーの未来を目指して奉仕の理想をそれぞれの奉仕部門で実践行動することを求めてお

られます。 

 私は、堺フェニックス RC の本年度の基本方針は、「自らの足元を固めて、2640 地区のロータリア

ンのために」といたしました。本年度は、ガバナーズクラブ年度であり、ガバナーの運営方針に沿

って全面的に協力し、些かの支障もなく活躍していただけるようクラブが一丸となって総力を挙げ

て尽力したいと考えております。 

 また、本年度は CLP方式採用 2年目であり、会員はすべての委員会に属し、各委員会での活動が

求められております。高い倫理基準に裏付けられた、ロータリーの基本理念である「 I  Serve 」

の精神に則り、ガバナーズクラブの会員としての自覚を常に意識して、自らができることから積極

的に実践する活力のあるクラブにしたいと考えております。 

 これは、今野前会長の仰っておられた新幹線方式をそのまま踏襲させていただいたもので、それ

ぞれの力が効果的な推進力として機能的に発揮され、広く一般からも評価されるようなクラブづく

りに邁進したいと考えております。 

 と申しましても、ロータリー活動の力の源泉は、なんと言っても健全な家庭であり、その次は、

事業の安定でこれなくしては、ロータリー活動はできません。 

「内、平らかにして、外、成る」で、家と仕事の安定が活力の源泉です。 

ロータリーの心をしっかりと胸にきざみ、自らの足元を固めて、これからの一年間、一緒に頑張り

ましょう。 

全会員のご協力を、切にお願いいたします。 
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幹事就任の挨拶  京谷 知明 幹事                                     

                             

このたび幹事に就任

しました京谷です。幹

事という大役を拝命

に預かり、身の引き締

まる思いであります。

片木会長を補佐してよりよいクラブを築くと共

に、ガバナーズクラブとして、当クラブメンバ

ーである米田ガバナーを、クラブ一丸となり全

力で支援していきたいと思います。初めてのガ

バナーズクラブ運営なので、ご迷惑をお掛けす

る事も多くあると思いますが、片木会長と共に、

全員参加で明るく、楽しく、元気なクラブ運営

を目指したいと思いますので、みなさま ご協

力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

幹事報告         京谷 知明 幹事 

 

2010-2011 年度の会費諸経費納入書は、7月第二

週目に皆様に配布いたします。 

 

第 1 回例会         懇 親 会 風 景 

 

 

 

 

 

 

米田眞理子ガバナー就任祝賀会 (6 月 25 日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米田眞理子会員のガバナー就任の門出を祝う会にご多

用中のところご臨席をいただき、誠にありがとうござい

ました。 

委員会報告  小野晃範地区大会委員長        

 

 

 

 

 

 

地区大会のパンフレットを次週あたりに配布し

たいと思います。 

ＳＡＡ報告（ニコニコ） 

 

ガバナー祝賀会では堺フェニックスRCの皆

様に大変お世話になりました。素晴しいクラブ

だと実感いたしました。最高の大きなお祝を頂

戴いたしました。心より御礼申し上げます。第

１回例会なので出席したいところですが、ガバ

ナー会のため東京に下ります。2日は R財団研修

会です。例会欠席をお詫びいたします。新年度

片木会長、京谷幹事のご活躍をご祈念申し上げ

ております。        米田 眞理子 会員 

 

至らぬ点が多々あると存じますが、これか

らの一年よろしくご協力のほどお願いいたしま

す。               片木 修 会長 

 

クラブ幹事として一年がんばります。 

よろしくお願い致します。 

              京谷 知明 幹事 

 

今野会長、尾羽根幹事様 一年間おつかれ様

でした。すばらしい一年でした。片木会長、京

谷幹事、ガバナー年度の一年、よろしくお願い

いたします。       石田 得子 会員 

 

片木会長、京谷幹事、今年度よろしくお願い致

します。また今日は誕生祝いをありがとうござ

います。今年は還暦を迎え特別な誕生日になり

そうです。        犬伏 幸代 会員 

 

新年度出発、おめでとうございます。片木長、

京谷幹事のもとガバナーズクラブとしてしっか

りやっていきましょう。創立記念のお祝い有難

うございます。生涯現役のつもりですが。 

今野 華 会員                       
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片木会長、京谷幹事クラブの舵取りよろしく

お願いし、地区大会の大成功の為、皆さんのご

協力よろしくお願いします 。 小野 晃範 会員 

 

片木会長、京谷幹事、一年間どうぞよろしく

お願いいたします。李さん、さみしくなります。

幹事のときは、大変お世話になりました。あり

がとう。今後のご活躍をお祈りいたします。 

                          楠 玲子 会員                        

片木会長、京谷幹事、一年間よろしくお願い

いたします。今野会長、尾羽根幹事、1年間おつ

かれ様でした。        酒井 誠 会員 

 

地区のホームページ･月信･新年度が完成し

ました。少しがんばった私にニコニコ！ 

田辺 弘樹 会員 

 

いよいよガバナー年度のスタートです。片木

会長、京谷幹事、一年間よろしくお願いいたし

ます。               田中 範子 会員 

 

御無沙汰しておりました。昨日、前年度が終

了し、何とか黒字通過いたしました。今日はホ

ッと一息ついた日でした。前にも増して忙しく

なり、月の半分以上は海外となっております。

理事会開催日を主に月２回出席目標でがんばり

ますので、よろしくお願いいたします。 

               田中 誠 会員 

 

片木会長、京谷幹事、今年一年間大変ご苦労

をお掛け致します。よろしくお願い致します。 

         辻野 美智子 会員 

 

片木会長、京谷幹事、３ヶ月目のロータリア

ンです。よろしくお願いします。 

中井 昭宏 会員 

 

片木会長、京谷幹事、一年間よろしくお願いい

たします。           中野 一郎 会員 

 

前会長今野さん、前幹事尾羽根さん、お疲

れ様でした。片木会長、京谷幹事、これから宜

しくお願いいたします。   向井 利之 会員 

 

今野会長、尾羽根幹事、一年間おつかれ様で

した。京谷幹事、ガバナー年度よろしくお願い

いたします。          松本 美和子 会員 

本日は初日という事で緊張と新鮮な気持でいっ

ぱいです。これからの一年、皆様よろしくお願

いいたします。           細川 浩二 会員 

 

新年度が始りました。今野会長、尾羽根幹事、

御苦労様でした。片木会長、京谷幹事、米田ガ

バナーを支えて頑張りましょう。 

三村 文男 会員 

  

 

本間 裕子様  イギリス留学(7 月４日出発) 

 

無事にイギリスへ到着しましたことを報告させ

ていただきます。このノッティンガム大学へた

どり着くまで、マレーシア経由で約１日程度時

間がかかりました。イギリスに入国するのは初

めてで、かなり緊張しましたが、ヒースロー空

港からの移動はスムーズに行えました。授業は

８日から始まります。それまで少しゆっくりし 

ます。今日は生活用品をそろえに少し出かける

のと、市街地を見て回りたく思っています。こ

ちらの 1220地区カウンセラーの Lynn Martin さ

んから連絡をいただき、町を案内してくださる

ということで、近日中にお会いします。早く、

こちらのロータリークラブにてスピーチをした

いと思っています。楠様には、関西空港までお

見送りに来ていただき本当に嬉しかったです。

また、中井様からは、出国前日に薬をたくさん

いただきました。お忙しい中、気遣っていただ

いたことに感謝です。 

ノッティンガム大学は本当に広くて美しく、学

問に集中するには最高の環境だと思います。こ

こで学べる機会をいただいたことに感謝の気持

ちでいっぱいです。全力を尽くしたいと思って

います。以上、簡単ではありますが、到着報告

をさせていただきました。 

また連絡させていただきます。 

感謝をこめて。 

 

 

 

 

 


