
 

 

第 632 回例会 通巻 606 号

平成２２年９月２日 ２０１０～２０１１年度Ｎｏ．８

 

例会風景 
 

 

 

 

 

 

 

 
       

新入会員     河野 強 会員 

 

出席報告  S.A.A        

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

本日の例会  

◆ 入会式  ◆各種お祝い◆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 

9 月 2 日(木) 
内部卓話 

奉仕プロジェクト副委員長 上田俊夫 

『書家 吉川壽一の世界』 

次回の例会予告（第 633 回例会） 

9 月 9 日(木) 

 
岡田 正一 地区大会事務長 

『地区大会について』 

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 62.96％ 

修正出席率 (7/29) 96.30％ 
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例会の記録 (第 631 回例会)             ･･････ 8 月 26 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｢四つのことば｣   

会長の時間    片木 修 会長 

 
 

 

 

 

 本日は、新入会員の河野様をお迎えして、地区

大会開催予定のビッグ・アイで入会式が挙行でき

ましたこと大変嬉しく思っております。 

河野様はクラブの会員の中では三番目に若い

会員となられますが、推薦者の石田会員のお言葉

のとおり、考え方が堅実で、しっかりとした経営

方針をお持ちのようにお見受けいたしました。今

後、益々のご活躍を期待いたしております。 

 ロータリークラブの正会員は、昔は１業種 1名

とされていましたが、現在は原則として同一職業

の正会員は 5名までとされ、性別も男女を問いま

せん。また、年齢の制限もありません。職業につ

いては、一般に認められた有益な事業または、専

門職務の持主で、職業の種類の特定はありません。 

職業上または地域社会において、よい評判を受

けている善良な成人でなければなりませんが、ロ

ータリークラブの会員には前回の「友」で紹介の

あったような100歳のロータリアンから２０歳そ

こそこのロータリアンまで、また、ロータリー歴

についても、数十年の経験をもつ超ベテランから、

入会後まだ日の浅いフレッシュメンバーまで、千

差万別です。 

このように、いろいろな年齢、職種、経歴、及

び性別の異なるメンバーがロータリーの目的と

する奉仕の理想を鼓吹、育成のために、一丸とな

って活動するためには、会員相互の信頼と相互扶

助が不可欠です。また、それぞれの会員がおかれ

ている立場を思いやる寛容も大事です。優れた能

力を有する会員でも、それがバラバラで行動する

とその効果は半減されるでしょう。クラブの活動

として効果的な能力を発揮するためには、会員全

体の動きが一つの動きにならなければなりませ

ん。会員各自がクラブ全体の動きに合うように、

ギアチェンジをして、相互に助け合って同じ速度 

 

 

で充実した活動を続けたいと思います。 

全会員のご協力をお願いいたします。 

 

 

幹事報告       京谷 知明幹事 

 

 

 

 

 

本日は例会場をビッグ・アイに変更いたしました。  

✿２０１０年９月のロータリーレートは, １ド

ル＝８６円と本部より連絡がありましたのでお

知らせ致します。 

✿堺西 RC より、演題「薬物乱用、更正の現状と 

撲滅の難しさ」のお誘い 

9 月 16 日（木）12：30～14：00 

リーガロイヤルホテル堺 3階 

ビジターフィ：1500円 （申込み〆切 9月 8日） 

✿10 月 18 日「地区大会記念ゴルフ大会」（天野山

カントリークラブ）の参加を皆さんして下さい。

参加者は事務局まで。参加者以外の方全員お手伝

いお願い致します。 

✿例会変更 

堺中ロータリークラブ   

9月8日(水)→同日 創立20周年ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌ大会 

9 月 29 日(水)→9 月 25 日(土)第 8 組 ＩＭ 

                   以上 
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第 5 回地区大会の打合せ 

地区大会実行副委員長 京谷 知明 
 

プログラムの変更（最終案と考える）について 

・ RI 会長代理 今井先生、RI日本事務局との打

ち合わせ、調整の結果会長代理は大会プログ

ラム終了まで参加される事になりました。 

 

・ 午後のプログラム、吉川 壽一氏の「大揮毫」

薬師寺 管主の記念講演については、先週報

告の通り市民に参加を頂く事で進めておりま

す。 

 

・ 新世代グループが使用する時間については、

各委員長宛文書発送を済ませ、回答があり次

第表彰，記念品贈呈、ゴルフ大会表彰を含め

て７０分で終了する様、調整を計ります。 

 

・エクスカーションの案内コース変更について 

リーフレットには、HAMONO ミュージアムを記載し

ておりますが、既に案内した場所でもあり、水野

鍛錬所の刀鍛冶をご案内すればとのアドバイス

を頂き調整の結果、水野鍛錬所への変更を決定致

しました。 

 

・記念事業について 

大会２日目の午後に実施予定でありましたが、市

長の在席時間に問題がある事、プログラムの進行

上、効率的な運用を図りたい事由により、 

１０月２８日（木）AM１０：００～１０：３０に

市役所 市長応接室にて、記念事業の目録贈呈・

感謝状の拝受を行うことを決定致しました。 

「市長応接室には、贈呈する自走式車椅子１台を

持ち込み、その模様をビデオ収録して、大会２日

目の午後に正面スクリーン及び会場両サイドの 

マルチビジョンで紹介致します。」 

☆市側より市長、局長、部長、課長、係長、広報

担当者の出席を頂きます。 

☆当方よりは、片木会長、京谷幹事、松本社会奉

仕委員長、米田ガバナー小野地区大会実行委員長、

上田副実行委員長の出席を予定しております。 

・友愛の広場の効果的な運用について 

お手元の資料の通り、各ブースについて京谷式典

部会長より第１次（案）を作成頂きました。幹事

の皆様方は、資料を参考として会場内の確認を実

施して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめまして！    河野 強です 
 

 

 

 

 

 

 

株式会社 八光社 ライフガーデンさかいホー

ルの河野 強と申します。この度、ご縁をいただ

きまして入会させていただきました。出身は堺市

北区の百舌鳥で生まれ育ちました。来月は百舌鳥

八幡宮の月見祭りがございますので、梅北町で参

加させていただいています。まだまだ未熟の若輩

者でございますが、出来る限り参加させていただ

き、少しでもお役にたてるように頑張っていきま

すので、諸先輩方々にはご指導、ご鞭撻の程宜し

くお願い申し上げます。本日はありがとうござい

ました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ｓ.Ａ.Ａ報告 (にこにこ) 
 

 

 

    

河野様、ご入会おめでとうございます。末永く仲

良くロータリー活動、頑張りましょう  

片木 修 会長 

 

 
河野強様、ご入会おめでとうございます。ようこ

そいらっしゃいました。どうぞロータリーライフ

お楽しみ下さい。又、ご活躍期待しております。 

             石田 得子 会員 

    

 
河野強様、今日新しく堺フェニックス RC ご入会

に入られ、誠におめでとうございます。その若い

力に期待しております。又、楽しいロータリーラ

イフをお過ごし下さい。  犬伏 幸代 会員 

 

 
河野様、御入会おめでとうございます。バイタリ

ティ溢れる若い力でのクラブに活力を期待して

います。          今野 華 会員 

    

 
河野強様、ご入会おめでとうございます。本日は

地区大会の現場をよく脳裡に焼きつけて下さい。

よろしくお願いします。 

小野 晃範 会員 

    

 
河野さんようこそ！ロータリー生活を共に楽し

みましょう。        酒井 誠 会員 

    

 
処暑を過ぎたと思いますのに連日の炎暑。今日も

うだるような暑さでございますね！もう少しの

辛抱かな？秋が待ちどうしいです。 

辻野 美智子 会員 

    

 

 

 

 

 

河野さん、ご入会おめでとうございます。

立派なロータリアンを目指して頑張って下さい。 

             田中 範子 会員 

    

 

 
河野さん、ご入会おめでとうございます。 

また先輩の後輩が出来ました。うれしいです。つ

よし！あんぱんこぅてこーいっ！！ 

田辺 弘樹会員 

    

 
河野様、御入会おめでとうございます。同世代の

仲間が増えてうれしいです。 

細川 浩二 会員 

    

 
河野さん、ご入会おめでとうございます。又仲間

が増えて大変うれしく思います。 

三村 文男 会員 

    

 
河野さん、ようこそ堺フェニックス RC へ！若い

者同士でクラブを盛り上げていきましょう！ 

             向井 利之 会員 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


