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地区大会お疲れ様会   サンパレスにて 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

本日の例会  

◆会長の時間◆出席報告◆幹事報告 

◆委員会報告◆ＳＡＡ報告 

11 月 25 日(木) 

『卓話』 
ロータリー財団学友生 

吉本 淳一 様 

 

 

次回の例会予告（（第 644 回例会）

12 月 2 日(木) 

年次総会 
内部卓話『家族』 
河野 強 会員 

 

次々回の例会予告（第 645 回例会）

12 月 9 日→12 月 10 日(金) 

クリスマス家族例会 

場所：ホテルニューオオタニ大阪 

地区大会成功！ 

おめでとう！ 

乾杯っ！ 
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例会の記録 (第 642 回例会)             ･･････ 11月 18日･･････ 

[唱和] 

「BUILDING COMMUNITIES BRIDING CONTINENTS」 

「地域を育み、大陸をつなぐ」             

日本国歌 斉唱 ｢君が代｣  「奉仕の理想」 

 

会長の時間    片木 修 会長 

 
 
 
 
 
 本日は、地区大会の開催に際し大変お世話になり、ご協

力をいただいた堺ＲＣ、堺北ＲＣ、堺泉ヶ丘ＲＣ、堺おお

いずみＲＣ、高石ＲＣ及び堺フラワーＲＣの皆様をお招き

して慰労会をしたいということで、急なご案内にもかかわ

りませず、皆様方には何かとご多用のところお繰り合わせ

の上、ご出席をいただき誠にありがとうございます。堺北

ＲＣ様は会議があるとのことでご出席をいただいておりま

せんが、本当に皆様方のご協力のお陰で地区大会を無事終

了することができました。外回りの駐車場並びに会場周辺

の案内のほか、 

来場者の心を和らげるお茶席や出店まで設営してご協力を

いただきましたこと、本当にありがたく厚く御礼申し上げ

ます。 

お陰さまで、大変和やかな内に地区大会を終了すること

ができました。 

 “お疲れ様会”というほどの準備も出来ておりませんが、

地区大会の思い出などを語りながら、ごゆっくりとひと時

をお過ごしいただければ幸甚に存じます。 

 ありがとうございました。 

 
幹事報告    京谷 知明 幹事 

 
 

 

 
 

 

11 月 20日 GSEさよならパーティには、三村会員、辻野会

員、私(京谷幹事)の３名が出席いたします。 

 

✿例会変更  

堺泉ヶ丘RC 12月 14日(火)→11日(土)18時～スイス

ホテル南海大阪 クリスマス家族例会  

12月28日→定款第6条1節規定による休会 

堺東RC 12月７日→11日(土)18時～ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ堺  

12月28日、1月4日→定款第6条1節規定による休会 

堺東南 RC 11 月 25 日→28 日 北野田駅前ﾛｰﾀﾘｰ花壇 

植栽奉仕活動 

12月16日→同日18時サンパレス ｸﾘｽﾏｽ家族例会  

12月30日→定款第6条1節規定による休会 

堺おおいずみRC 12月15日→11日18時～ｽｲｽﾎﾃﾙ南海

大阪 忘年例会家族親睦会 

12月29日→定款第6条1節規定による休会 

以上 

 

2640地区ガバナー      米田眞理子会員 
 
 
 
 
 
地区大会では本日ご出席の皆様初めコホストクラブの皆様

方大変お世話になりました。心より御礼申し上げます。 
 本来なら各クラブに直接御礼に回らせていただくべきで

すが埼玉の地区大会 名古屋の地区大会 ＩＭ 各クラブ

周年行事で大変失礼をしています。また改めまして御礼に

伺いたいと思います。 充分なおもてなしが出来るかどう

か？ どうぞ打ち上げ例会を楽しんで下さいませ。ありが

とうございます。 
 

 



 

 

2640地区大会実行委員長   小野 晃範会員 

 
 
 
 
 

皆さん今晩は。 

去る11月6日 7日に開催されました地区大会は皆様方

のご協力により大成功のうちに無事に終了することが出来

ました。本当に有難うございました。 

コ・ホストクラブの堺・おおいずみ・泉が丘・堺北の4

ロータリークラブと堺フラワーロータリークラブの会長幹

事とお手伝い下さった会員の皆さん、また財団、米山奨学

の学友会の皆さん、最後まで一生懸命に働いて下さいまし

た。 

皆様のお陰をもちましてロータリーを学び、楽しみ、友

情の輪を広げると云う大会本来の目的を立派に達成するこ

とが出来ました。大会実行員会を代表して心から感謝しお

礼申し上げます。 

参加された皆さんにこの大会のどの点が良かったのか

感想をお尋ねしましたところ、多くの方がロータリアンが

お互い協力しって大会を何とか楽しいものにしようという

誠心誠の温かい心が隅々まで溢れて、ロータリアン手作り

の大会であることに感激したと仰って頂き、大変嬉しく思

いました。 

たとえば大森会員自ら亭主として着物姿で400人以上の

お客にお茶をたてて頂き、また高石ＲＣ会長自ら焼き芋を

焼き、同クラブ会員の作る綿菓子とプリキュアの袋が飛ぶ

ように売れるなど売店コーナーが大にぎわいでした。 

予想通り蕎麦と夢酒が大ヒットして屋外会場は団らん

の花が咲き談笑の渦でした。 

プログラムが粛々と進んでいる大会会議場のドアを開

けてロービーに一歩出るとサキソフォーンの魅力的な音色

が充ちて、何かわくわくするようなエキサイティングな雰

囲気が演出されておりまして、あたかも6月モントリール

の国際大会の広場を彷彿させてくれました。 

京谷会場部会長の企画と田辺君その他の皆さんは大会

の極めて重要な部分において見事にその手腕を発揮して下

さいました。 

そしてその他の委員会のみなさん全員に各部署で大活躍

していただき本当にご苦労さまでした、有難うございまし

た。 

忘れてはならないのは岡田事務長の綿密周到な献身的

仕事抜きにしてはこの大会は語れません。是非大会を成功

させようという彼の情熱と執念に私達一同心から感謝と敬

意を表します。 

また三村ゴルフ部長の記念ゴルフ大会の成功がこの大

会の盛会の布石であった事も忘れてはなりません。 

本大会は米田ガバナーの新しい時代を見据えたグラン

ドプランに基づいて立案し、実行いたしました。ガバナー

の優れたご指導のもとに全会員が力を合わせ一丸となって

無事かつ見事に成功させていただきました。 

お手伝いいただいたコ・ホストクラブの皆さん、関係各

位の皆さんに重ねて心より厚くお礼申しあげます。有難う

ございました。本日はどうか心ゆくまで団らんを楽しみく

ださい。 

 

ニコニコ 
 

 

本日はお招き有難う御座いました。地区大会の御成

功本当におめでとうございます。 

堺フラワーRC会長 堀本 欣吾様 

 

本日はお招き有難う御座いました。地区大会の大成

功おめでとうございます 

 堺フラワーRC幹事 但見 淳様 

 

地区大会では沢山のお勉強をさせていただきまし

た。本日はありがとうございます。今後も宜しくお願いい

たします。              堺フラワーRC 後藤 久美子様 

 

本日はありがとうございます。今後も宜しくお願い

いたします。               堺フラワーRC 小柳 久美様 

 

地区大会の大成功に終わり、おめでとうございます。

又、色々な体験をさせていただき、ありがとうございます。

今後も宜しくお願いいたします。 

堺フラワーRC 濱田 久美様 

 

『地区大会お疲れ様会』にお招きいただき、ありがと

うございます。堺フェニックスRCへの皆様方、お力になれ

ましたでしょうか？今後も宜しくお願いいたします。 

堺フラワーRC 堀本 誠様 

 

本当にお疲れ様で御座いました。本日はお招き有難

う御座います。今後も宜しくお願いいたします。 

堺フラワーRC 籾井 千里様 

 

堺RC、堺泉ヶ丘RC、堺おおいずみRC、堺北RC、高

石RC、堺フラワーRCの皆様、地区大会では、大変お世話に

なりました。地区大会が無事に成功いたしましたのも、皆

様のお蔭です。ありがとうございました。堺フェニックス

RCの底力も感じられ大変嬉しく思っております。 

片木 修 会長 



 

 

 

      堺RC、堺泉ヶ丘RC、堺おおいずみRC、堺北RC、高

石RC、堺フラワーRCの皆様、地区大会にご協力頂きありが

とうございました。心から御礼申し上げます。 

京谷 知明幹事 

 

皆様、地区大会ではお世話になりました。本日は

又、皆様方大勢で慰労会にお越し頂き本当に嬉しく思いま

す。今後とも宜しくお願い致します。   犬伏 幸代会員 

 

ホストクラブの皆様、本当にありがとうございまし

た。皆様のお手伝い無しには成功しなかった大会です。又

機会があれば恩返ししてゆきたいと思います。大森様のキ

ャラクターも光っていました。          上田 俊夫会員 

 

小野大会委員長、岡田事務局長、本当にご苦労様で

した。お手伝い頂いた皆様、コ・ホストクラブの皆様、あ

りがとうございます。                 岡本 勝士会員 

 

皆様！地区大会本当にお疲れ様でした。そして、あ

りがとうございました。これからも頑張っていきましょう。  

                 河野 強会員 

 

堺RC、堺泉ヶ丘RC、堺おおいずみRC、堺北RC、高

石RC、堺フラワーRCの皆様、地区大会にご協力頂きありが

とうございました。今日はお忙しい中出席ありがとうござ

います。                            三村 文男会員 

 

地区大会の大成功を心より御礼申し上げ、皆様に感

謝しています。今日は親子3代で参加出席させて頂きまし

た。堀本会長様、いつもありがとうございます。 

山田 真樹会員 

 

地区大会、皆様のご協力のもと、大成功でしたね。

ありがとうございます。今日は打上というのに皆さん車で

寂しくビールを飲んでいます。     吉川 美幸会員 

 

地区大会を御支援下さった皆様方、心より御礼申

し上げ感謝しています。        米田 眞理子会員 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

会 員 総 数 ３４名 

本 日 の 出 席 １９名 

(内出席率計算会員) １９名 

本 日 の 出 席 率 ８３％ 

修正出席率 (１０／２８) １００％ 

高石RC  ガバナー補佐 大森 豊様 

永谷 孝寿様・嶋田 充伸様 

堺RC   幹事 近森 裕子様 

堺おおいずみRC  

会長 木久 和則様・浅香 公子様 

堺泉ヶ丘RC  

会長 赤松 健一様・幹事 南川 正一様 

森  恭一様・盛尾 清和様・佐々木 甫様 

辰巳 俊一様・吉野 惣太様・吉田 秀俊様 

堺フラワーRC  

会長 堀本 欣吾様・幹事 但見 淳様 

尾羽根 伸幸様・日田 里沙様・豊永 恵子様 

籾井 千里様・小柳 久美様・後藤 久美子様 

堀本 誠様・濱田 由美様・松井 佐和子様 


