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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◆ＳＡＡ報告 

12 月 16 日(木) 

上半期の反省 

会長 幹事 全理事会委員 

 

次回の例会予告（第 647 回例会） 

2011 年 1 月 6 日(木) 

新年あいさつ 

会長 幹事 全理事会委員 

 

次々回の例会予告（第 648 回例会）

2011 年 1 月 13 日(木) 

例会変更 

堺１３RC 新春合同例会 

リーがロイヤルホテル堺 

４階 ロイヤルホール 

 

ホテルニューオオタニ大阪 
３階 Taikan En にて 
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例会の記録 (第 645 回例会)             ･･････ 12月 10日･･････ 

[唱和] 

「BUILDING COMMUNITIES BRIDING CONTINENTS」 

「地域を育み、大陸をつなぐ」             

 

会長の時間    片木 修 会長 

 

 

 

 

 

 本日は、犬伏委員長をはじめとする親睦委員会の皆様並

びに中井会員のお世話によってこのタイカン・エンにおい

て忘年会を開催することとなりました。 

 顧みますと、本年７月から本日に至るまで地区大会、記

念ゴルフ大会、仁徳天皇陵や反正天皇陵の清掃活動、GSE

の接待など実に多くの行事がありましたが、会員の皆様方

のご協力により大過なく無事に終了することが出来ました。 

地区大会やゴルフ大会では一時はどうなる事かと心配し

たこともありましたが、若い会員の皆様の臨機応変の対応

によって乗り切ることができ、クラブの底力を感じるとと

もに、本当に心強く嬉しく感謝しております。 ありがと

うございました。 

今宵は、この半年を振り返りながら歓談し、ご馳走を充

分にいただいて栄養をつけて、きたる新年に向かっての鋭

気を養っていただきたいと存じます。 

また、プレゼントの交換なども企画していただいている

ようで、楽しいひと時をお過ごしください。 

 

お客様のご紹介 

 
 
 
 
 
 

 

上田興子様(写真中央) 

 
 
 
 
 
 

(堺フラワーRC)尾羽根伸幸様 (右手前) 

田中幸恵様（右から４人目） 

 
 
 
 

 

 

 

(手前右から)福地誠様 見山香純様  

(後列右２人目)河野公美様 

 
 
 
ニコニコ 
 

皆様今晩は、たのしいＸｍａｓ会に参加出来

なくて残念です。又、わたしの入院中に主人の誕

生祝を送って下さり有難うございました。私は、

徐々に回復しておりますが、夫婦共障害者となり

ました。その内元気な姿で例会に出席する積りで

す。             周防 君子会員 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

委員会報告 ロータリーの友 2010年 12月号 

雑誌・広報委員長       田中 範子 会員  

○横組 

１．RI指定記事 
RI会長メッセージ 『Cowboy logic』(レイ・クリンギン

スミスRI会長)   p1  

RI 会長がカントリーミュージックの『Cowboy logic』

をテーマソングに選んだ理由が述べられています。 

『カウボーイ達はどんなこともシンプルな解決方法がある

と歌っています。ロータリーもシンプルでいきましょう。

シンプルこそがロータリーの精神でありその象徴が、親睦

と奉仕です。皆で力を合わせ、私たちのクラブをより大き

く、より良く、より豊かにすることで、私たちは世界をよ

り住みやすい場所にすることができるのです。ぜひそうし

ましょう！ それこそが「Cowboy logic」なのです」と会

長は述べています。 

２．特集  
家族月間      P5～15 

 様々な視点から「家族」が紹介されています。 

３．パレスチナ自治区にロータリー誕生  P16～19  

 ロータリーで米山学友の卓話がきっかけで、ヨルダン川

西岸地区に新たなロータリークラブ「ラマラRC」ができま

した。 

４．いま、世界は……5 

「ＥＳＧ経営」が始まる   Ｐ20-21 

国連環境計画・金融イ二シアティブ 

 特別顧問 末吉竹二郎 

地球温暖化や生物多様性の問題は、今や政治の問題。企業

を取り巻く経営環境も大きく変わる中、21世紀の企業経営

はどうなるのでしょうか。その辺りを少し覗いて、世界を

読み解きます。 

○縦組 

１．SPEECH   

備えあれば 患えなし 南海地震に備えて Ｐ2-6 

香川県防災局 防災指導監 乃田 俊信 

我々の地区に身近な話しです。近い将来、南海地震は必ず

起きます。しかし、災害の実態を正しく認識し、必要な備

えを実行することにより被害を半減できます。特に、最も

会 員 総 数 33名 

本 日 の 出 席 24名 

(内出席率計算会員) 24名 

本 日 の 出 席 率 83％ 

修正出席率 (11/11) 97％ 



 

 

大切な「人の命」を救うことができるのです。 

２．この人、この仕事 

医療と教育の現場をこよなく愛した脳外科医（高松RC 長

尾 省吾）   P7-9 

「近年、医師として拠って立つモラル、志がひどく薄くな

っているのではないか。」と長尾さんは心配しておられます。 

３．言いたい 聞きたい 

米山記念奨学事業のこん後   

（橋本紀ノ川ＲＣ 大沼 郁夫）   P15 

奨学会で日本の未来を    

 （長岡西RC 浦上 義昭）      P15 
留学生の受け入ればかりでなく日本の若者を海外へ留学

させる方向へ転換すべきではないか。 

我が国経済の衰退により進学の道を閉ざされる優秀な若

者に目を向けてはどうかと言う意見です。 

皆様のお考えは如何でしょうか。 

○地区関連 
１．ＲＯＴＡＲＹ 掲示板   横組み P32 

新クラブ 堺フラワーロータリークラブ 

   スポンサークラブ 堺フェニックスロータリークラ

ブ2010年10月14日承認（認証状伝達式12月15日） 

２．卓話の泉  

  「寄付講座」（岸和田ＲＣ 雪本 栄）  縦組み P10 

３．俳壇      縦組み P12 

  別荘の潮騒遠く夜の秋 （堺南ＲＣ 山口恵子） 

  遠花火明日退院の荷づくろひ （堺ＲＣ 堤 淳） 

４．柳壇      縦組み P12 

  使い道決めてから買う宝くじ  

和歌山南ＲＣ 片桐 牧） 

  搾り出す絵具のように知恵は出ず  

（堺ＲＣ 清水亜稀未） 

５．言いたい・聞きたい      

  米山記念奨学事業のこん後   

（橋本紀ノ川ＲＣ 大沼 郁夫）  縦組み P12 

縦組み記事で紹介しています。 

６．バナー自慢   

  和歌山西RC    縦組みＰ17 

７．友愛の広場 

  「孫の成長を目の前にして」  

（岸和田東ＲＣ 柳澤 宗甫）   縦組み Ｐ20 

８．ロータリー アットワーク     

  中学生と清掃活動  （羽曳野RC） 縦組み Ｐ24 

 

 

 

講演会   中井 昭宏会員 

 

テーマ IVH 埋め込み式ポートの管理 

日時：12 月11日(土)１４時～１５時５０分 

場所：第一ホテル堺 

 

 

 

 

 

 

医師、看護師、薬剤師、介護福祉士、介護支援専門員、看

護学生の方が多く参加して頂きました。 

１、 ＰＥＧ はじめの一歩   

ナカイクリニック院長 中井昭宏先生 

２、 ＰＥＧのスキンケア    

さくら訪問看護ステーション管理者 貝山香純先生 

３、ＩＶＨポートの基礎知識   株式会社メディコン 

４、ＩＶＨポートの手技     

近畿大学医学部 外科学講師 山崎満夫先生 

 

例会変更 

堺南RC H22年12月20日(月)→12月19日(日) 

H22年12月27日(月)→定款第6条第1節 休会 

H23年1月3日(月)→1月2日(日) 

堺泉ヶ丘RC H23年1月4日(火)→定款第6条第1節休会 

H23年1月18日(火)→1月13日(木) 

堺清陵RC H23年1月6日(木)→1月4日(火) 

 

新春合同例会における例会変更日のご案内 

H23年1月11日(火) 堺北西南西RC 

H23年1月12日(水) 堺おおいずみRC 堺中RC 

H23年1月13日(木) 堺RC 堺東南RC 堺西RC 

堺清陵RC  堺フェニックスRC 

H23年1月14日(金) 堺北RC 

H23年1月15日(土) 堺フラワーRC 

H23年1月17日(月) 堺南RC 

H23年1月18日(火) 堺東RC 堺泉ヶ丘RC 

 


