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本日の例会  

2011年1月13日(木) 

例会変更 

堺１３RC新春合同例会 

リーガロイヤルホテル堺 

４階 ロイヤルホール 

登録受付 １０時２０分 

 

次回の例会予告（第649回例会） 

2011年1月20日(木) 

  クラブフォーラム 

 

次々回の例会予告（第650回例会）

2011年1月27日(木) 

  内部卓話「ﾛーﾀﾘーについて」 

   田辺 弘樹 会員 

会 員 総 数 33名 

本 日 の 出 席 23名 

(内出席率計算会員) 23名 

本 日 の 出 席 率 80％ 

修正出席率 (11/18) 97％ 

おめでとうございます 

会員誕生日 今野 華会員 田中 範子会員 

      有住 和浩会員 片岡 富美子会員 

家族誕生日 小野 伸美様 片岡 一郎様 

会員記念日 片岡 富美子会員 

創業記念日 犬伏 幸代会員 森島 憲治会員 

      宅 一朗会員 
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会の記録(第 647回例会)        

[唱和] 

「BUILDING COMMUNITIES BRIDING CONTINENTS」 

「地域を育み、大陸をつなぐ」  

 

･･････ 1月 6日･･････ 

 

 

 

 

会長の時間   片木 修 会長 

 

 

 

 

 

新年明けましておめでとうございます。本日は、親睦

委員会の企画により、陳頣さんの二胡の演奏を聴きな

がら、初春を寿いで楽しいひと時を過ごしていただき

たいと存じます。 

 地区大会をはじめとする地区の大きな行事は、昨年

中に済みましたので、米田真理子ガバナーの活動を支

えながら今年は任期の６月まで、クラブ本来の奉仕活

動を地道にやり遂げたいと考えておりましたが、次年

度のガバナーとして予定していた林寛吉氏をめぐる

諸問題が大きくクローズアップされておりますので、

実態を会員の皆様方に知っておいていただく必要が

あると思い、中島治一郎パストガバナーの和泉 RCに

おける週報に掲載された卓話と同氏のクラブ会長、次

期クラブ会長宛に出されたメールに対する私の１２

月２日付けのメールを会員の皆様にお知らせいたし

ました。 

また、パストガバナーが本年１月１日付でクラブ会

長及びクラブ会長エレクト宛に出された文書も同時

にお知らせいたしました。 

私たちクラブ会員は、すべて会費を払ってロータリ

ーの活動に参加している訳で、パストガバナーと言え

ども、会員としての身分の差はありません。私は、指

名委員会で明らかとなったすべての情報を開示して

会員の賛否を問うべきであったと考えますが、皆様は

どのようにお考えでしょうか ? 

また、私たちの地区の会員のトップに立っていただ

くガバナーの資質について、皆様はどのようなお考え

をお持ちでしょうか ? 

 

 

 

幹事報告   京谷 知明 幹事 

 
 
 

 
 
・２０1１年１月のロータリーレートは, １ドル＝８４円と本部よ
り連絡がありましたのでお知らせ致します。 
富田林 RC幹事 藤野 正勝さまより、地区大会記念

ゴルフ大会、ホールインワン達せ気記念品として、当

日コンペに参加された方にクオカードが届きました

のでお配りします 

米山記念奨学会より普通寄付金免税申告用領収書の

送付がありましたので、お渡しいたします。 

次週の例会は同日10:50～ﾘーｶ゙ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ堺、新春合同例

会に変更です。              以上 

 

委員会報告 
雑誌・広報委員会委員長  田中 範子 
○横組 
１．RI指定記事 
RI会長メッセージ 評価のとき  
        レイ・クリンギンスミス RI会長    

P1 クリンギンスミスＲＩ会長は、ロータリー年度の
折り返し点に立っている今、自分たちのクラブの長所
や短所を見直すときだと、語りかけています。「2010
－11年会長賞プログラム」について、その申請に関す
る作業を1月に始めることの意味について語っていま
す。また、新しい「会長特別功労賞」についても紹介
しています。 
２．特集 ロータリー理解推進月間 
 故 き を 温 ね 新 し き を 知 る                 
P5～15 温故知新。ロータリーの過去の考えや活動を
振り返ります。そこから、ロータリーの今、未来を見
つけてみませんか。 
 Rational Rotarianism and 100 Years Later       
P6-7『The National Rotarian』の創刊号の特集記事｢合
理的ロータリアニズム｣。その抜粋とともに、2010－
11年度国際ロータリー会長クリンギンスミス氏が、
今のロータリーについて語っています。 
シェルドン……忘れ得ぬその名    P8-12  



 

 

ロータリーの第2標語「最もよく奉仕するもの、最も
多く報いられる」は、どのような背景で生まれたのか。
その言葉の生みの親、アーサー・シェルドンについて
振り返ります。 
ロータリー思い出写真館 日本のロータリー90年の
歩み    P13-19 
 ロータリーが日本にできてから90年。この間の歴
史を、写真を通して振り返っています。 

これらの特集はロータリー歴の浅い私にはとても
難解な文章で、ロータリーを理解するにはほど遠いと
ころにいる自分を考えさせられてしまいます。 
 
３ ． 第 39回 ロ ー タ リ ー 研 究 会 リ ポ ー ト         
P22～24  
 6年ぶりに大阪で開かれたロータリー研究会につい
てのリポートです。クリンギンスミスＲＩ会長は、「長
期計画」から、ロータリーの活動について見直してい
ます。 
 
４ ． 2010－ 11 年 度  地 区 大 会 略 報 ⅡP28-29 
2010.11.6～7に開催された、当地区第2640地区之様
子が掲載されています。 
 
○縦組 
１．SPEECH   
 日本の心  P2-6  
（社団）日本ユネスコ協会連盟会長 松田 昌士  
日本人はもう一度、自分の周りを振り返ってみる、と
いうことをしなければいけません。世界の中の日本と
いっても、それは言葉だけで現実にはあり得ない、と
思っています。日本人の言うことに耳を傾けてくれる
人が、だんだん少なくなってきているのを実感します。
と言っておられます。日本の将来は大丈夫なのでしょ
うか。 
 
２．この人、この仕事 
 自分の目に見えるところで人の役に立つ仕事        
P7-9 熊本グリーンロータリークラブ 弁護士  
本田 悟士  「クラブに所属していると職業奉仕、
社会奉仕の訓練が自ずと出来る。・・・『偽善』を繰り
返すうちに本当の『善』ができる気がする」と述べら
れています。            
 
○地区関連 
１ ． 2010－ 11 年 度  地 区 大 会 略 報 Ⅱ        
横組み P28-29 2010.11.6～7に開催された、当地区
第2640地区之様子が掲載されています。 
 
２俳壇  縦組み P12 
 一人住むハハも新米炊く頃か  

（堺フェニックス RC 米田 眞理子） 
 
３柳壇  縦組み P12 
 方言に魅せられる旅腹いっぱい  

（新宮RC 塩崎 公治） 
 内側の騒ぎ気になる塀の外  

（大阪金剛RC 井出胡蝶） 
４．バナー自慢 
 有田南RCバナー 堺西RCバナー                 
 

５．ロータリー アットワーク 縦組み P24 
 写真展でロータリーを広報（有田南RC） 
     

ニコニコ報告 
 

明けましておめでとうございます。今年も

よろしくお願いいたします。昨年1月17日から20日

にかけてタイ国ルンピニ RC20周年記念例会に参加し

て参りました。         片木 修 会長 

 

明けましておめでとうございます。本年も

どうぞよろしくお願いいたします。石田 得子 会員 

 

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

陳頣さんの中国二胡の演奏楽しみにしております。 

          犬伏 幸代 会員 

誕生日を祝っていただき有難う御座いま

す。80歳に近くなると今後はアンチエイジングではな

くウィズエイジングでいきたいと思います。 

       今野 華 会員 

 

明けましておめでとうございます。今年も良

き年でありますよう      上田 俊夫 会員 

 

明けましておめでとうございます。本年もよ

ろしくお願いします。      岡田 正一会員 

 

本年もよろしくお願い致します。 

岡本 勝士会員 

 

新年おめでとうございます。堺フェニックス

RCにとって益々良い年となります様皆さんよろしく

お願い致します。  

小野 晃範会員 

新年おめでとうございます。本年もどうぞ宜

しくお願いいたします。1月誕生日(私と息子)結婚記

念日とお祝い頂き有難う御座います。 

片岡 富美子 会員 

 

昨年は色々と有難うございました。1月4日

に淋しかった私の庭にも元気な可愛い赤いバラが1輪

咲きました。曾孫1号です。どうぞ本年もよろしくお

願い申し上げます。      熊取 敬子 会員 

 

新年明けましておめでとうございます。本年

もどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

辻野 美智子 会員 

 

 



 

 

明けましておめでとうございます。本年も良

い年でありますように  

田中 範子 会員 

明けましておめでとうございます。本年もど

うぞよろしくお願い申し上げます。WCS協力有難う御

座いました。         中野 一朗 会員 

 

新年明けましておめでとうございます。今年

もよろしくお願いします。年末のタイ公式訪問ご苦労

様でした。          三村 文男会員 

 

皆様、明けましておめでとうございます。今

年1年皆様そして堺フェニックスRCにとって良い年

となります様に!!         吉川 美幸会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

謹賀新年   

国際ロータリー第２６４０地区 
         ガバナー 米田眞理子 
堺フェニックスロータリークラブの皆様，あけま
しておめでとうございます。 
家族６人そろってハワイ・マウイ島にて、お正月
を過ごしております。第一例会の欠席をお許しく
ださい。旧年中は片木会長を始めとする、会員皆
様の温かいご支援で無事に上半期のガバナーの責
務を果たすことができました。振り返りますと、
数々の行事を成功裏に終えることができましたの
も、すべて皆様のお陰と心より感謝し大晦日を迎
えました。堺フェニックスロータリークラブの底
力を拝見し感無量です。 
 さて地区組織に起きている大きな問題、事実を
湾曲させ、隠蔽しようとする古い体質は、すでに
改革に取り組んでいるクラブと乖離し、許せない
実体が明らかにされています。虚偽に、さらに虚
偽を重ねると言う、無残な実態が暴露されていま
す。修復には時間がかかると思いますが、心新た
に正義感を持って会員皆様のご意見をいただきな
がら取り組みたいと考えております。 
 本年もなにとぞよろしくお願い申し上げます。  

陳頣さんの中国二胡の演奏 

新春を祝って乾杯! 


