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本日の出席報告 
 

 

 

 

 

本日の例会 （第 657 回例会） 

2011 年３月１７日(木) 

◆出席報告◆会長の時間 

◆幹事報告◆委員会報告◆ＳＡＡ報告 

 

卓話「ずぼら健康法のすすめ」 
財団法人 メディカルフィットネス協会 

副会長 石黒 久雄 先生 

次回の例会予告（第 658 回例会） 

2011 年３月２４日(木) 

クラブアッセンブリー 

「東日本巨大地震支援について」 

次々回の例会予告（第 659 回例会）

2011 年４月３日(日) 

例会変更 

堺１３RC 合同 

中百舌鳥古墳群清掃活動 会 員 総 数 ３３名 
本日(3 月 3 日)の出席 ２２名 
(内出席率計算会員) ２２名 
本 日 の 出 席 率 ６９.７％ 
修正出席率 (2/10) ９３.１％ 



 

 

 

例会の記録 (第 655 回例会)             ･･････ ３月 ３日･･････ 
 

[唱和] 

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

 国歌斉唱「君が代」  

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

ロータリーの綱領 

  

 

会長の時間      片木 修会長  

 

 

 

 

 ２月１７日の例会は欠席させていただきましたが、米

田真理子ガバナーとともに、私達の親クラブであります

堺ＲＣの６０周年記念例会に出席させていただきまし

た。 

 堺ＲＣが創立された昭和２６年２月１６日といえば、

私はまだ卒業間近の高校３年生で朝鮮動乱の真っ只中

で、大阪駅前は闇市でいっぱいの時代でした。 

そのような中で大阪ＲＣをスポンサークラブとして堺

ＲＣは発足され、数々の社会貢献を続けてこられたこと

は、皆様ご存知のとおりです。２５年以上の皆出席が、

大澤徳平パストガバナーの３６年を筆頭に７名もおら

れました。私達のクラブも親クラブとして堺ＲＣをいた

だくことを誇りに思うとともに、これに恥じないクラブ

として成長しなければならないと痛感いたしました。 

 さて、ロータリーの友２月号に「ブランドの構築」と

題するポール・エングルマン氏執筆の記事が掲載されて

いたことは、皆様もご存知のとおりです。 

グローバルな認知度のないロータリーは、ブランド構

築のための努力を怠るわけにはいかず、ロータリアン自

らがブランド構築のための努力をしなければ、世論が勝

手にロータリーのブランドを創り出してしまうと述べ

られ、大所高所から視線でロータリーブランドのイメー

ジアップに繋がる施策について、縷々、述べられていま

す。 

私たち会員は、できる限りの努力をしてこれに務め

ているわけですが、一方、視線を変えて、ロータリア

ン以外の人からロータリアンの資質をどのように見

られているのか、と言うことも考えて見る必要がある

のではないかと思います。 

勿論、各会員は、それぞれのクラブが会員としての

資質や適性を評価した上で、それぞれのクラブの正会

員として入会を許可された人であることには間違い

ありません。 

しかし、世間一般の人々が、ロータリーバッヂをつ

けた会員が過去にどのようなことをしてきたのかを

熟知している場合、その過去の行動が現在においては、

法律上、何の問題もなく、世間から非難されることが

ない場合でも、過去の行動が、ロータリーブランドの

イメージや評価が大きく上下することがあると思わ

れます。 

ロータリアンの仲間内においては、寛容の精神とか

で許されるとしても、世間の見る目は、そんなに優し

いものではありません。特に、ロータリアンのトップ

に立つ人を選ぶ場合には、この点も重視しなければな

りません。 

従って、そういう人を選ぶ場合、候補者の過去の言

動、経歴等については、法律上何ら問題とならないも

のについても、会員には熟知させた上、その可否を問

うべきと考えます。 

そうでなければ、末端の善良なロータリアンの懸命

な努力が、正しく評価されないことがあると思われま

す。「入りて学び、出でて奉仕せよ。」言動には充分注

意したいものです。 

ソングリーダー 

小野 晃範会員 



 

 

堺フラワーRC  堀本 欣吾会長 

 

 

 
本日は堺フェニックス RC との合同例会です。堺フェニ

ックスRCでは、毎年この時期に堺税務署長 森藤 祥 

秀様に卓話をお願い申し上げ、お越しいただいていると

の事です。今回お声を掛けて頂きまして、有難く感謝い

たします。 

堺フラワーRC は確かに新しいクラブですが、全員一丸

となって米田ガバナーを支援いたします。 

 

幹事報告     京谷 知明幹事 

 

 

 

 

 

 

地区より、米山奨学生の世話クラブとカウンセラーお

引き受けについてのお願い 

去る１月１６日に米山記念奨学生の選考試験を実施

し、新規奨学生を決定いたしました。２０１１学年度

も地区ロータリアンのご支援により、新規奨学生を１

４名、継続奨学生１２名、合計２６名を迎えることが

できます。このように大学において選ばれた優秀な学

生を、さらにロータリアンの目で審査し、最終的に合

格となった方の世話クラブとして堺フェニックスは

お引き受け致します。 

次週例会は3月 13日（日）内川・土居川清掃活動に

変更です。清掃しやすい服装で。お車は近くのコイン

パーキングに止めて下さい。9 時 30 分にザビエル公

園前に集合です。 

2月22日にニュージーランドの第9970地区内クライ

ストチャーチ付近で地震が発生し、大きな被害が出て

います。本日の理事会にてクラブより義援金を出すと

決議しましたのでご報告いたします。 

2011 年ＲＩ国際大会がアメリカのルイジアナ州ニュ

ーオーリンズにおいて ５月２１日～２５日まで開

催されます。「日本人親善朝食会」を開会式当日に開

催されます。申込みと支払いはクラブでとりまとめを

しますので、参加の連絡を４月 15 日（金）事務局ま

で会 費１人5,000 円です。 

３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。 

ロータリー友誌を本日お配りしました。米田ガバナーの

俳壇が載っています。掲載場所等、詳しくは地区便りを

挟んでいますのでご覧下さい。（地区便りは、友委員の

京谷さんが書いています。）週報にも掲載しています。 

 

例会変更 

堺おおいずみロータリークラブ 

平成23年 3月30日（水）→3月26日（土）夜間例会 

       18：30～「木曽路宿院店」に変更 

 

 

識字率向上運動協賛お願い 

 
３月は識字率向上月間です。募集物

を 3 月の例

会場でお集

めしております。ご協力お願い

します。 

 

石田さまのご配慮でご協力いた

だきました方にはコサージュが

プレゼントされました。 

 

 

堺税務署長 森藤 祥秀様 

「税務について」 
 

 

 

 

 

 

署長経歴 

昭和45年 淀川税務署に入省 

平成21年7月 堺税務署長 

平成19年7月から2年間 

税務2年間税務大学大阪研修所所長 

平成18年7月 大阪国税局 資料調査課 一課長 

 その他要職を歴任 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ報告 

本日はありがとうございます。 

堺フラワーRC 会員一同 

今日は雛祭り。堺フラワーRC の皆様、ようこ

そお越しくださいました。堺税務署長森藤祥秀様、お忙し

い所お越しくださいまして有難うございます。よろしくお

願いいたします。家内の誕生日に綺麗なお花を頂戴し、有

難うございました。          片木 修会長 

雛祭りの今日、堺フラワーRC の皆様と共に 

合同例会が出来たことを嬉しく思います。堺フラワーRC  

の皆様、宜しくお願いします。☆小野先生、ソングリー 

ダー最高でしたよ！にこにこ！    京谷 知明幹事 

堺税務署長様、本日はお忙しい中有難うござい

ます。堺フラワーRC の皆様との合同例会とても楽しくな

りそうで期待しています。       石田 得子会員 

森藤堺税務署長様、お忙しい中、本日はどうも

ありがとうございます。        犬伏 幸代会員 

WCS 活動にご参加いただきました会員の皆様

方、お疲れ様でございました。ご苦労に感謝致します。 

今野 華会員 

堺フラワーRC の皆様との合同例会、楽しみに

していました。人数が多い例会は良いですね!来年度は会員

増強委員の予定ですので頑張ります。皆様、宜しくお願い

致します。               河野 強会員 

本日は森藤さま、卓話有難うございます。尊

敬する西川栄吉さまに感謝。      中井 昭宏会員 

堺フラワーRC の皆様、ようこそ今晩は。森藤

堺税務署長様、卓話宜しくお願いします。ソングリーダー

は気分がいいですね♪         小野 晃範会員 

 



 

 

森藤堺税務署長様、本日は卓話有難うございま

す。堺フラワーRC の皆様、ようこそお越しくださいまし

た。充分にお楽しみください。       田中 範子

会員 

今晩は。本日は堺フラワーRC の皆様方とご一

緒出来ますこと、とても嬉しく存じます。どうぞ宜しくお

願い申し上げます。         辻野 美智子会員 

堺フラワーRC の皆様、ようこそ。米田DG、堀

本会長、飯岡様、三村さま、尾羽根様、WCS 海外視察での

サポート有難うございました。     中野 一郎会員 

森藤堺税務署長様、本日は卓話有難うござい

ます。堺フラワーRC の皆様、本日は合同例会です。どう

ぞごゆっくりお楽しみください。    三村 文男会員 

記念日のプレゼント有難うございました。美

味しいと聞いています。楽しみに食べたいと思います。先

週の例会、久しぶりに欠席しました。久しぶりの出席では

ありませんので念の為(笑)       吉川 美幸会員 

WCS 海外視察にご協力を頂き、ありがとうご

ざいました。中野委員長、ご苦労様でした。堀本会長様

には大変お世話になり、御礼申し上げます。本日は、合

同例会有難うございます。親子クラブ仲良しで嬉しい限

りですね。 

 そのうち３代合同例会を楽しみに。 

米田 眞理子ガバナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月度 各種お祝い 
会員誕生日：周防 君子会員 

家族誕生日：片木益子様 宅かずみ様  
松本祥吾様 坂口惠美様  

会員記念日：片岡嵩様 周防君子様  
米田眞理子様 吉川美幸様  
小林雄志様 

創業記念日：岡本勝士様 三村文男様 
細川浩二様 周防君子様 

おめでとうございます!! 
 



 

 

委員会報告（3月 10日） 

       雑誌・広報委員長 田中範子 

 

ロータリーの友 2011年 3月号 

 

○横組 

１．RI指定記事 

RI会長メッセージ 『簡潔であれ』  

         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、「2010～2013のRI長期計画である３つの優先項目は、強いクラブの簡潔な体系、意義

ある奉仕プロジェクト、好意的な公共イメージの向上に基づいていることを示唆している。卓越した結果を、そしてよ

り良い世界を生み出すのは簡潔な体系なのです。」と述べておられます。 

 

２．特集 識字率向上月間  

  識字が拡げる世界      P5～P13     
 今月は識字率向上月間です。「理解し文章化する」力を育む「心の講話」（第2700地区 小倉東RC）を始め各地区で

の活動を紹介しています。 

 

３．特集 世界ローターアクト週間     

  未来を育むローターアクター    P14～P17 

 世界で始めてローターアクトクラブがアメリカに設立されて40年あまりの時が流れた。 現在の日本のローターア

クター達の活動を写真と共に紹介しています。           

 

４．2011～2012年度 国際ロータリー会長   P18～P22 

 次年度会長に就任するカルヤン・バネルジー氏が、ロータリーについて述べています。 

 

５．心の中を見つめよう 博愛を拡げるために 

  2011年国際協議会リポート            P23～P26 

 １月16～22日の国際競技会では2011～2012年度テーマが発表されました。また、ガバナーエレクトは、強調事項や

ロータリーの現況、世界の現状について学びました。 

 

６．RI指定記事 

 未来の夢 クィックガイド   P27～P30 

 2010～2011年度からスタートした「ロータリー財団未来の夢計画」に関する試験的プロジェクトは、2013年7月から、

世界の全地区に適用されます。「未来の夢とは？」、その基本的な説明です。 



 

 

 

７．公益財団法人ロータリー日本財団の認定と税制上の優遇措置に関するお知らせ   P40 

 ２月号でもお知らせしたとおり、一般財団法人ロータリー日本財団は、12月24日に公益財団法人ロータリー日本財団

になりました。それに伴い、2011年4月1日から、寄付が税制上の優遇措置の対象となります。振込先も変更になりま

す。 

○縦組 

１．SPEECH  

子宮頸癌とＨＰＶワクチン 日本の今 ～ワクチン公費助成への道程～   P2-6 

（医）健成会 吉馴整形外科産婦人科 理事副院長・産婦人科部長 医学博士 吉馴 茂子 

 頸癌（けいがん）はＨＰＶウイルスによる「性感染症」で 20～30歳代の女性に急増中です。既に予防のＨＰＶワク

チンが日本でも発売され、昨年１年、私たちはメデイアの支援を受けて、このワクチンの公費助成への運動を展開し、

国費が遂に承認されたのです。目指した中学生の全国女生徒に接種される体制作りに寄与できたのです。 

 

２．この人、この仕事 

 製造の楽しさを知る四代目 吉野 隆一  P7-9 

  （有）木村屋社長 鶴岡ロータリークラブ 

 「おいしい物を安く提供すること、暴利をむさぼらないこと、それが職業奉仕というものかなと思っている」と吉野

さんは語る。 

           

 

○地区関連 
１．俳壇        縦組み P13 

 微笑みの小さき仏や冬うらら（和歌山北RC 岩内 美登理） 

 粕汁を囲み心も温まり （御坊RC 丸山 初美） 

 空鍋を犬のころがす寒暮かな （堺フェニックスRC 米田 眞理子） 

 

２．柳壇         縦組み P13 

 シンプルに生きよと野外かしましい （大阪金剛RC 井出 胡蝶） 

 失念の方との会話チグハグに  （新宮RC 塩崎 公治） 

 気配りが女性ガバナーらしく出る  （堺RC 大澤 徳平） 

 

３．バナー自慢 

 堺中RCバナー               縦組み P14 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                          

                        
 

 

 

 

東日本巨大地震義援金のお願い 
 

国際ロータリー第２６４０地区  

           ガ バ ナー  米田 眞理子 

謹啓 早春の候、貴クラブにおかれましては益々ご清栄のことお慶び申し上げます。また、平

素は地区活動に対し格別のご理解を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、東日本を襲った巨大地震、被災者は14日午前 8時現在で、死者1598 人、行方不明者

1720人となり、3300人を超え関東大震災（1923年）に次ぐ大惨事になる見通しとなりました。

道路、橋なども損壊し未だに復旧のめどが立っていないとの状況で、土砂や瓦礫の下に埋もれ

行方不明となっている人々の捜索の救急活動に今現在も追われているとのことです。人道的見

地にてロータリアンとして早期の現地復興を願いお見舞いをしたく考えております。 

つきましては、早急に2640地区として、被害にあった皆様に確実に励ましと善意が届くよう

にと考え、被災地区に対して義援金を贈りたく考えております。 

皆様の格別の御厚意をもって、御協力戴きます様お願い申し上げます。 

謹白 

災害に遭遇された方に心よりお見舞い申し上げます。そして、多数の震

災によりお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りしたいと存じま

す。日本の多数のロータリー関係また家族が苦しんでいる中、少しでも

支援活動をすることが最優先されていますので、全力を挙げて最優先で

支援活動を行って参りたいと存じます。 

義援金活動を開始し、3 月 24 日のクラブフォーラムでは皆様のご意見

をお伺いいたします。            片木 修会長 

 


