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本日の例会 （第 654 回例会） 

◆会長の時間◆出席報告 

◆幹事報告◆委員会報告◆ＳＡＡ報告 

2011 年 2 月 17 日(木) 

例会場変更 

たぬき寿司 

次回の例会予告（第 655 回例会） 

2011 年３月３日(木) 

堺フラワーRC 合同例会 

卓話「税務について」 

堺税務署長 森藤 祥秀様 
 

次々回の例会予告（第 656 回例会）

2011 年３月１３日(日) 

     例会変更  

内川・土居川清掃 

社会奉仕活動 

会 員 総 数 ３３名 
本 日 の 出 席 ２２名 
(内出席率計算会員) ２２名 
本 日 の 出 席 率 75.86％ 
修正出席率 (1/27) 86.21％ 

フィリピン共和国 

 「マングローブ植林支援プロジェクト」 

フィリピンの急激なマングローブ伐採（養殖、

炭生産等）は、近年、温暖化、風水害などの災

害、魚介類の減少など、多くの自然環境に影

響を及ぼしています。 

このため、第 3860 地区全体で、長期的に大規

模なマングローブ植林支援プロジェクトを実施

しており、今年度も引き続き拡充するための支

援を行います。 

特定非営利活動法人 NPO 堺市グループホーム

システム研究機構よりご寄附を頂き、当クラブ

から支援金１０万円を準備し、米田眞理子ガバ

ナー 中野一郎会員 田中眞琴会員 三村文男

会員に託しました。 
  



 

 

例会の記録 (第 654 回例会)             ･･････ ２月 １７日･･････ 
 

[唱和] 

「BUILDING COMMUNITIES BRIDING CONTINENTS」「地域を育み、大陸をつなぐ」   

 

会長の時間  上田 俊夫副会長 

本日は片木会長が堺ロータリークラブの創立 60 周年記念式典に出席されておりますの

で副会長が代行させていただきます。20日にRLIのパートⅡが開催されます。RLIが設

立された背景は将来のクラブ会長やクラブ指導者が、ロータリーに関する十分な知識を

持ち、効果的なクラブ造り、各種プログラムを推進させるために充分な指導力を発揮で

きるよう、一般的な会員を対象に指導者育成の機会提供を目的としています。日本では、

2008年6月、2750地区で開催されたのをきっかけに、日本各地で開催、または開催が計画されています。 

当地区でも米田ガバナーが今回初めて挑戦されました。大変手間のかかるプロジェクトではありますが意義あ

るプロジェクトでもありますのでわれわれ会員一同全力でバックアップし成功させたいと思いますのでご協力

宜しくお願いいたします。 

 

幹事報告   京谷 知明幹事 

 

 

 

 

2月20日RLIパート２のアンケート回収したものを各

会員に返却します。２０日持参下さい。 

ロータリー米山記念奨学会より、特別寄付欣免税申

告用領収書が届きましたのでお渡しします。 

  次週は「たぬき寿司」に例会場変更です。 

 

例会変更 堺清陵RC 3月３日→ホテル第一堺「酬星

帆」に例会場変更 ３月１７日→３月１６日伍輪会に

変更 ３月３１日→２７日（日）献血活動に変更 

 

 

 

ニコニコ報告 

 

堺フラワーＲＣよりメイクアップに参りまし

た。本日は堺フェニックスＲＣに参加させて頂き、

有難うございます。まだまだ勉強中ですが、今後と

もよろしくお願いします。 

    堺フラワーＲＣ 仲峯 豊様 

例会場を変更して和気あいあい皆さんの笑顔

が最高ですね!次回も例会変更ですのでよろしくお

願いいたします。 

京谷 知明幹事 

楽しい例会を企画してくださって有難うござ

います。仲峯様ようこそおいで下さいました。どう

ぞお楽しみください。 

石田 得子会員 



 

 

今日は美味しいお料理で有難うございます。 

犬伏 幸子会員 

久しぶりの大雪で屋根から落雪、危うく患者さん

に直撃するところでした。皆さん寒さに負けないよう

ご自愛ください。           上田 俊夫

会員 

飲む会と会長から聞きましたので久しぶりに出

席致しました。          岡本 勝士会員 

最初に交された麦焼酎がとても美味しくこのお

店が気に入りました。休会中とは思えぬ岡本さんの声

が懐かしいとゆうか……。     小野 晃範会員 

堺フラワーＲＣ仲峯様本日はお越しいただき有難

うございます。今日は美味しい料理有難うございます。 

  河野 強会員 

嶋川さんの例会、美味しい料理有難うございます。

仲峯様ようこそフェニックスへ   田中 範子会員 

今週末から海外です。２５日はセブ島でＷＣＳ視

察に合流します。３月は例会出席全滅です。申し訳あ

りません。ニコニコ入れます。４月の第一例会でお会

いします。            田中 眞琴会員 

友達に子供が生まれました。元気男の子でした。 

田辺 弘樹会員 

今夜は例会場変更でお食事とても楽しみです。ハ

ッピーハッピー          辻野 美智子会員 

ＷＣＳ協力有難うございます。 中野 一郎会員 

今日楽しい例会をありがとうございました。堺フ

ラワーＲＣ仲峯様ようこそお越し下さいました。どう

ぞお楽しみ下さい。        松本美和子会員 

次週例会はフィリピンへＷＣＳで行きます。欠席

になります。宜しくお願いします。  三村 文男会員 

来年度の軍事金だと聞くとしない訳にはいきませ

ん。皆様宜しくお願い致します。   吉川 美幸会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ロータリーリーダーシップ研究会（ＲＬＩ）パートⅢのご案内 
 

開 催 日   ２０１１年3月２7日（日） 

受付登録  8：00～8：30 

会  議  8：30～17：00 

会  場  りんくう国際物流センター（以下地図あり） 

登 録 料  2,000円 当日徴収（昼食付き） 

持 ち 物  手続要覧   

      パートⅢプログラム（添付資料） 

 

 

２０１０～２０１１年度 第３０回ライラセミナー開催のご案内 
 

開 催 日   ２０１１年3月5日（土）・6日(日) 

１泊２日で高野山 恵光院で開催致します。 

 

メインテーマ 「人生の目標」研修テーマ ヒーリング「歴史と自然に学ぶ」  

サブテーマ 「宗教環境都市で癒されよう」です。 

 

色々な学びの場を準備し、素晴らしい経験ができるようなプログラムです。 

ロータリアンには今回初めてロータリアンナイトの企画があります。 

情報交換の場も提供致しますので、研修生の推薦をよろしくお願い致します。 

新世代部門 青少年奉仕が５大奉仕に加わりました。青少年と今後の取り組み方を検討する機会にもなりますので、是

非ご参加くださいますようご案内申し上げます。また、当クラブ会員は地区幹事でもありますので出来るだけ多くの参

加をお願いいたします。 

近隣クラブ記念行事 

泉佐野 2011 年 3 月 12 日(土)創立 50 周年記念式典 リーガロイヤルホテル堺 

河内長野 2011 年 3 月 13 日(日)創立 50 周年記念式典 河内長野ラブリーホール 

堺中 2011 年 4 月 8 日 (金)創立 20 周年記念例会 スイスホテル南海大阪 

和泉 2011 年 4 月 10 日(日)創立 50 周年記念式典 全日空ゲートタワーホテル大阪

堺南 2011 年 4 月 16 日(土)創立 50 周年記念式典 リーガロイヤルホテル堺 

泉大津 2011 年 4 月 23 日(土)創立 55 周年記念例会 リーガロイヤルホテル堺 

岸和田東 2011 年 5 月 28 日(土)創立 35 周年記念例会 岸和田グランドホ-ル 

美原 2011 年 6 月 4 日 (土)創立 30 周年記念式典 スイスホテル南海大阪 

 


