
 

 

第６２７回例会 通巻６０１号

平成２２年７月２２日 ２０１０～２０１１年度Ｎｏ．３

 
新ロータリー年度を大胆にリードする  

  2010-2011 年度 地区ガバナー 
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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 22 日(木) 

卓話 

「 ライフスタイル 」 
サブタイトル  フードスタイル・サプリメント 

中井 昭宏 会員 

 

次回の例会予告（第６２８回例会） 
  

7 月 29 日(木) 

 

クラブフォーラム 

会 員 総 数 32 名 

本 日 の 出 席 17 名 

(内出席率計算会員) 17 名 

本 日 の 出 席 率 65.3％ 

修正出席率 (6/10) 88.46％ 
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例会の記録 (第62５回例会)              ･･････７月 8日･･････ 

[唱和] 
「BUILDING COMMUNITIES BRIDING CONTINENTS」 

「地域を育み、大陸をつなぐ」             

ロータリーソング｢手に手をつないで｣   

 

会長の時間    片木 修 会長                          

 

  

 

 

 

 

 

本日、ＲＩからのメール「ロータリー・リーダ

ー2010 年 7月」を開いたところ、私の目に、い

きなり飛び込んできたのが ”新ロータリー年

度を大胆にリードする２０１０－２０１１年度

地区ガバナー“ と題する注書き付きの世界の

地区ガバナーの写真の中で、ひときわ目立つ美

人の米田真理子ガバナーの顔写真でした。 

 数多のガバナーの中で、期待の星として紹介

されているわけで、2640 地区としては勿論のこ

と、わがクラブとしても非常に名誉なことと感

動いたしました。 

 と同時に、私は、これを支えるわがクラブの

責任の重さを、改めて痛感いたしました。 

 前回の例会における会長就任挨拶で、「内、平

らかにして、外、成る」で、家庭と仕事の 

安定がロータリー活動の活力の源と申し上げま

したが、わがクラブが「2640 地区のロータリア

ンの満足が得られる支援活動ができるか、どう

か」についても、これと同じことが言えると思

います。 

 全会員が米田真理子ガバナーと心を合わせて、

それぞれが持てる力をフルに発揮し、地区会員

の賛同を得なければなりません。 

 これから、ガバナー訪問の随行、地区大会の

準備、地区の委員会活動と、ますます忙しくな

りますが健康に留意して、全員が一丸となって

頑張りましょう。 

国際ロータリー2640 地区 

 米田眞理子ガバナー  

 

 

 

 

 

 

 7 月 1 日は「日本ガバナー会」に出席のため

東京に滞在し、初例会を欠席いたしました。深

くお詫び申し上げます。お陰様で無事 1日にガ

バナーに就任いたしました。これも堺フェニッ

クスＲＣ会員皆様のお陰と深く感謝申し上げま

す。 

 片木会長様からもお話があったように、ＲＩ

から 7月 6日午前 2時日本着で世界に発信され

ました、「大胆に地区をリードするガバナー」と

して 世界のニュース「ロータリー・リーダー」

の表紙に写真が掲載されました。 

 22 日からいよいよ公式訪問が始まります。連

日、昼夜と続きますのでホームクラブ出席はな

かなか出来ないと思います。ガバナーは出席免

除と言うことですが可能な限りホームクラブに

出席したいと思います。地区行事が続きますが

地区代表幹事、副代表幹事。地区幹事の皆様方

何卒よろしくお願いいたします。 
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幹事報告         京谷 知明 幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日のクラブフォーラムは、地区大会の打合せ

を行います。例会終了後、臨時理事会を 3 階ロ

ビーにて行ないます。 

15 日の例会は 17 日クラブ会長会議に変更です。  

集合場所 全日空ゲートタワーﾎﾃﾙ 

集合時間 12 時・紺ブレザー着用  

尚、17：30より地区委員交流会があります。 

22 日の卓話は、有住会員→中井会員に変更です。 

 

✿例会変更のお知らせ 

・堺東ロータリークラブ 

7 月 20 日(火)→7 月 17 日(土)18 時～ 

かに道楽堺店 

・堺中ロータリークラブ 

7 月 28 日(水)→7 月 25 日(日)耽羅 RC 訪問  

・堺南ロータリークラブ 

7 月 26 日(月)→7 月 20 日(火)18 時～ 

リーガロイヤルホテル２６F 

8 月 9 日(月)→8 月 10 日(火)18 時～ 

リーガロイヤルホテル２６F 

8 月 16 日(月)→定款第 6条第 1節に基づき 

休会   

・堺北ロータリークラブ 

7 月 23 日(金)→7 月 24 日(土)17 時 30分～ 

ビア･パーティ ハイアット･リージェンシー 

8 月 13 日(金)→定款第 6条第 1節に基づき 

休会 

・堺清陵ロータリークラブ 

7 月 29 日(木)→定款第 6条第 1節に基づき 

休会  

8 月 5 日(木)→定款第 6条第 1節に基づき 

休会 

 

 

 

第 1 回地区大会の打合せ 

 

国際ロータリー第 2640 地区 

2010～2011 年度 ｢地区大会企画書｣ 

地区大会実行委員長 小野晃範 

 

 
 
 
 
 
米田ガバナー年度が愈々スタートし、地区大会

実行委員会一同は身の引き締まる思いです。 
只今からクラブフォーラムの第１回の地区大会
の打ち合わせを始めます。 
皆さまのテーブルに「地区大会企画書」という
冊子および「大会予告リーフレットの最終稿」
をお配り致しております。 

この「地区大会企画書」はこの 6 ヵ月をかけて
地区大会実行委員会が推敲を重ね、岡田事務長
の日夜をいとわぬ御努力のお陰によって数日前
に出来上がったものであり、地区大会プログラ
ムの詳細とその関連資料全てが掲載されていま
す。 

この企画書の完成によって堺フェニックスロー
タリークラブがホストを務める本年 11 月６,７
日に開催される地区大会のいわばハードの部分
が出来上がったことになります。岡田事務長の
傑出した作業に感謝したいと思います。 
余すところ４か月、それほど時間が残されてい

るわけではありません。これから私達は大切な
ソフトの部分を作り上げて行かなければなりま
せん。大会実行委員会の中の各部会と委員会が
緊密な相互連携を構築しながら数多くの重要な 
事柄を具体的かつ速やかに決めて行かなければ
なりません。 

そしてこのソフトの中で最も大切な部分とは友
愛に満ちた「おもてなしの心」を大会に向けて
会員めいめいが育て高めてゆくことにあります。 
これから毎例会ごとに地区大会を頭と心の中で
シュミレーションし、会場現場に赴き、練習を
重ね、初歩的なミスをおかすことなく、実りあ

る地区大会を成功させるべく万全を期したいと
考えております。皆さんどうかよろしくお願い 
致します。 
それでは三村記念ゴルフ大会部会長の報告に

続いて岡田大会事務長から説明が有りますので
ご清聴ください。 
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地区大会記念ゴルフ大会について 
ゴルフ大会実行委員長    三村文男   
 

 
 
 
 
 
ゴルフ大会は 10 月 18 日月曜日 天野山カント

リークラブ、36ホール定員 250 名で実施します、 

今日はこの案内のリーフレットを、今月中頃に

印刷し、地区大会案内と共に各クラブに配布し

たいとおもいます。 

詳しい案内、エントリーの書面案内は 8 月末に

各クラブに配布、お願いする予定です。 

今回は 36 ホール、4ヶ所のホールからスタート

です、表彰と懇親会会食は二回に分けて実施し

たいとおもいますので、皆様にお願いがありま

す、お手伝いは地区委員全員と各クラブの大勢

の応援が必要です、よろしくお願いします。 

 
地区大会について 
地区大会事務局長      岡田正一  
         

 

 

 

 

 

 

7 月 22 日例会終了後、式典部会、懇談部会の合

同打合せを実施いたします。 

「式典部会」京谷･田辺･吉川･中井･各氏 

「懇談部会」岡本･今野･熊取･石田･辻野･松本･

片岡・各氏 

※ご出席の折には、必ずタイムスケジュール表

をご持参下さい。 

 
 
 
 
 
 
 

Ｓ.Ａ.Ａ報告 (にこにこ) 
 

メーキャップ出席させて頂きありがとうご

ざいます。  

美原ロータリークラブ  

堀本 欣吾様・但見 あき様 

 

  堀本様、但見様、ようこそお越し下さいま

した。ありがとうございました。 

本日は、地区大会の打合せです。よろしくお願

いします。         片木 修 会長 

 

  堀本様、但見様、堺フェニックスＲＣの例

会をお楽しみ下さい。   京谷 知明 幹事 

 

  本日のお客様、美原ＲＣの堀本様、ようこ

そお越し下さいました。先日のカナダでの 

国際大会出席に際し、9日間御一緒に動向させて

いただき大変お世話になり心より感謝致してお

ります。有難うございました。同行の美原ＲＣ

の飯岡様、岡本会員御夫妻、尾羽根会員にも勿

論大変お世話になり有難うございました。 

              今野 華 会員 

 

  堀本さん、よくいらっしゃいました。米山

記念奨学会への厚いご理解ありがとうございま

す。小野地区大会委員長、いよいよですね。 

             岡本 勝士 会員 

 

  堀本様、但見様、ようこそ堺フェニックス

ＲＣへ。小野さん、岡田さん、地区大会の準備

ご苦労様です。     尾羽根 伸幸 会員 

 

  堀本様、但見様、米山記念奨学会への厚い

ご理解ありがとうございます。小野地区大会委

員長、よろしくお願いします。 

 三村 文男 会員 

 

  美原ＲＣの堀本様、但見様、本日はようこ

そお越し下さいました。いつも多大なご尽力有

難うございます。    松本 美和子 会員 

 

  ガバナー就任祝賀会では堺フェニックスＲ

Ｃ今野直前会長片木会長をはじめ、会員皆様に

大変お世話になり心より御礼申し上げます。本

年度例会出席も本日が最初で最後かも？にこに

こまとめさせていただきます。  

米田 眞理子 会員 

 


