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本日の例会 （第 663 回例会） 

2011 年４月２８日(木) 

◆出席報告◆会長の時間 

◆幹事報告◆委員会報告◆ＳＡＡ報告 

ソング「手に手つないで」 

四つのテスト 

内部卓話 小林 雄志会員 

次回の例会予告（第 664 回例会） 

2011 年５月１２日(木) 

国歌斉唱 「奉仕の理想」 

各種御祝い 

クラブフォーラム 

次々回の例会予告（第 665 回例会）

2011 年５月１９日(木) 

  クラブフォーラム 

会 員 総 数 ３３名 
本日(3 月 24 日)の出席 １９名 
(内出席率計算会員) １９名 
本 日 の 出 席 率 ６６％ 
修正出席率 (3/24) ９３．１％

本日の出席報告 
 



 

 

例会の記録 (第６６２回例会)             ･･････ ４月 ２１日･･････ 
 

[唱和] 

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

ロータリーソング 「我らの生業」  

会長の時間     片木 修会長  

 

 

 

 
先週の日曜日、吉川病院健康フェスタと協賛の東日本

大震災義援金募金のためのチャリティバザー開催に

際しては会員の皆様から多数の物品を提供していた

だいたほか、当日も多数のご協力のもと成功裡に行な

うことができましたこと、厚く御礼申し上げます。 

 これによります義援金も追って、地区を通じて拠出

したいと考えておりますが、既に皆様方から拠出して

いただいた義援金とクラブからの拠出金１００万円

に加えて、タイのルンピニＲＣの会長から堺フェニッ

クスＲＣ宛にご送金いただいております４０万円を

合わせて１５１万９千円、地区を通じてガバナー会に

義援金として拠出いたしました。 

 米田眞理子ガバナーは、先頭に立ってこの東日本大

震災の救援活動に取り組んでおられ、義援金の募金、

救援物資の調達、搬送に奔走しておられます。 

 私たちも、引き続きクラブをあげてこの活動を支援

し、被災者の皆様の救援に協力してゆきたいと考えて

おりますので、会員の皆様のご協力をよろしくお願い

いたします。 

 

 

 

 

 

 

幹事報告    京谷 知明幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 月度理事会報告配布 

☆ＩＭ8 組記録紙が堺東ＲＣより届きました。ＤＶＤ

１部はクラブ事務所に保管しております。 

☆5 月8 日地区協議会の延期よって、クラブ協議会も

延期に致します。 

☆林寛吉氏辞任のお知らせ 

☆5 月ロータリーレート1 ドル 82 円です 

☆2640 地区義援金送金額 

東日本大震災 １０，０００，０００円  

(クラブ １，５１９，０００円)  

ニュージーランド １，１９８，９０５円 

(クラブ ３３，０００円) 

☆５月２１日2640 地区ジャパンナイトは中止です 

☆新クラブ泉州ＫＵＭＡＴＯＲＩ ＲＣが加盟認証

されました。4 月 22 日第１例会です 

4 月 22 日午後 8 時よりベストウエスタンホテル関西

エアポートにて ビジターフィ 1000 円 

☆御坊ローターアクトクラブ創立４０周年記念式典

５月２２日。詳細はクラブ事務所に問い合わせ下さい。 

各クラブ例会変更 

堺北ＲＣ 4 月 29 日→休日休会 

堺おおいずみＲＣ 5 月4 日→休日休会 

 

 

 

 



 

 

委員会報告     

松本 美和子社会奉仕委員長 

 

4 月 17 日(日) 

チャリティーバザーの報告 

参加者） 京谷幹事 石田さん 

犬伏さん 辻野さん 田中範子

さん 吉川さん 向井さん 

 細川さん 河野さん きゅうさん 田辺さん 

義援金） ２９３，１６４円 
 

好天候の中、吉川病院健康フェス

タに参加いたしました。堺北ＲＣ

綿谷様他、バザー出品のご協力を

いただきましてありがとうござい

ました。上田会員、今野会員、熊

取会員、義援金のご協力ありがと

うございます。 田辺 弘樹会員 

 

フェニックス RC のメンバーの皆様へ 

田中 眞琴会員 

代読 今野 華会員 

  

 

今日は、中国の昆明というとこ

ろに来ております。ミャンマーとの国境の近くです。

レアメタルの一つであるゲルマニウムを多く含む鉱

山を訪問しています。本日の例会に参加出来ず残念で

すが、チャリティー・ワイン会にご参加頂きました方

に代読頂ければ幸いです。 

４月１４日（木）のチャリティー・ワイン会に多数ご

参加頂き有り難うございました。 堺フェニックスの

メンバー、旧メンバー、盛岡事務員、友人など２０名

を超える方々のご参加を頂き、チャリティー目標額１

０万円の２倍の金額のご寄付を頂き、本日、堺フェニ

ックスを通じて、震災の義援金として２０万円を寄付

出来ることとなりましたので、ご報告申し上げます。 

改めてロータリアンが、アイ・サーブであり、また、

堺フェニックスのメンバーの方々の奉仕への心が、一

つになっていることを再認識出来たと思います。 

日本国も今回の震災で、国民が心一つにまとまったの

ではないでしょうか？ 

先般、例会でも申し上げました通り、実際に被災地に

行かれての奉仕活動を行っておられる多くのロータ

リアンの方々の後方支援となる一つとして、現地への

参加が困難な私の出来る今回のチャリティー会が、今

後、引き続き行われるきっかけになればと思います。 

また、機会があれば、会員の懇親を兼ねてのチャリテ

ィー会が出来ればと思っております。 

ご協力有り難うございました。 

謝謝！                田中眞琴 

 

内部卓話    片岡 富美子会員 

 

「私の宅建免許と運転免許」 

 
片岡商事の片岡と申します。

昨年地元の堺市立殿馬場中

学校の同窓会が滋賀県近江

の方であり石田様よりロー

タリーの入会のお誘いがあ

りましたが皆さんがレベルの高い立派な方の中で私

が入会させて頂いて良いものだろうか、仕事上休まな

ければならない日が有り、皆さんに迷惑をお掛けしな

いか。又石田様にも迷惑をお掛けしないかと随分悩み

ました。周防様にも私のような者が入会させて頂いて

大丈夫かと相談したことが有ります。ようやく意を決

してロータリークラブに入会させて頂きました。早い

もので約８ケ月になります。 

当初何がなんだか分からないことがいっぱい有りい

ま少し概略ですが枠のみ見えてきた状況です。 

ロータリークラブの会員様は温厚で立派な方ばかり

で参加させていただいてもほっと致します。 

家業は不動産業をしておりお客様のご要望にかなう

ように一生懸命させて頂いてスムーズにいけて当た

り前の世界ですので間に立ちストレスが溜まります。 

不動産流通分野（住宅。個人用物件）にも２０年~３

０年前から売買に於いて大手業者、銀行が年々シェア



 

 

を伸ばし賃貸も法人用賃貸、代行業者が入り大変仕事

がやりにくくなっています。 

主人は以前から不動産業をしており私は子育て、家事、

に終われ結婚して１０年目に宅建取引主任者試験に

挑戦しました。失敗すると主人から「そんな頭の程度

か」と思われるのが嫌で又子供の教育にも悪いと思い

ましたが私にとっては難しく、家事が終わってからの

勉強ですので１時間も経たない間に居眠りがはじま

りますので明け方４時から７時ごろまで集中してテ

キストに取り組んで５月から１０月の第３週の土曜

日まで頑張りました。１０月の第三日曜日が試験日で

大阪府立大学でテストを受け「神様、仏様、ご先祖様

守ってください」と心の中で叫んでいました。１０月

といってもすごく寒い日でがたがた震えるし、しーん

とした中で緊張で震えるし必死でした。 

１２月に合格発表が有りが主人が知らない間に大阪

府庁まで見に行き「合格した」と電話が入りびっくり

するやら試験の終わった開放感でやれやれとほっと

したのが昨日のように思い出されます。 

夫婦で同じ仕事で協力はしますが張り合うのが嫌だ

ったので主人は売買路線・私は賃貸路 

線で二人三脚でやってきました。 

バブルの時は不動産屋がこれでいいのか、首をかしげ

ることもしばしば大きな土地を購入するのに野菜や

魚を買うようにいとも簡単に購入されるのでいつか

誰かが大損をするのではないかと懸念しており、ある

業者は外車を何台も乗り回し、営業マンまで外車で営

業していました。バブルがはじけた途端その業者はど

こに行かれたか分かりません。 

わたしはようやく４４歳で運転念免許をとり、それま

で主人に何度も運転免許を取りに行く話しをしても

とりあってもらえません。離婚届に判を押したら運転

免許を取りに行ったらいい。「ドンくさい人間がとっ

たらお客さんに迷惑を掛ける」と憎そいことばかり言

って免許を取るのを拒絶していましたが４４歳にな

ってようやく OK を出してくれました。 

余談ですが教習所の教官から「なんで４４歳で免許取

るのや」ことごとく嫌味を言われ余り腹が立つので業

と夜の土砂降りの中を仮免の練習に行きそのときは

教官は車中で嫌味も無く大人しくされていました。多

分私の運転が怖かったと思います。但し今まで無事故

です。 

その当時、主人のからだが慢性肝炎から肝がんまで進

行してつらかったことと思いますが最後まで自分が

癌と言うことも私達にも弱音をはかなかった人でし

た。 

主人の通院、入院、仕事にと私の運転はフル回転でし

た。 

平成５年９月２７日主人は永眠いたしました。 

運転免許・宅建免許の資格を取得していて良かった

「私達命綱」です。有り難く思います。 

仕事によって多くの人の出会いが有りまた別れも有

ります。人様にこの年になっても日々教えて頂くこと

ばかりです。 

その後信用・誠実をモットーに又「頑張れと応援して

くださる法人関係の会社様・家主様・」 

「友好的にしてくれる同業者」に心から感謝していま

す。又堺税務署から堺の不動産屋で一軒とお褒めを頂

き表敬され堺優青会（納税協会）に入会しております。 

娘も宅建免許を取り・娘婿も店を手伝ってくれ、繁忙

期には学生アルバイトの子も頑張ってくれほっとし

ている今日この頃です。 

今後も精一杯励みますのでどうぞ宜しく御願いいたし

ます。 

 

にこにこ報告 
  

片 岡 様 、 卓 話 あ り が と う ご ざ い ま す 。         

片木 修会長 

4 月17 日のバザー大盛況でよかったですね。 

片岡会員、本日の卓話頑張ってください。 

石田 得子会員 

本日片岡さんの卓話楽しみにしています。宜

しくお願いします。私事ですが、1 ヶ月早く

今日の午後5時に7人目の孫が生まれました。 

           犬伏 幸代会員 

片岡さん本日は卓話ありがとうございました。

不動産業界の話を初めて聞かせていただきまし

た。幾つになってもチャレンジする事が将来に

役立つ事を学びました。僕もロータリーで分か

らないことがあってもチャレンジして自分の血

肉にしていきます。  河野 強会員 

 

17 日のバザー、参加の皆様お疲れ様でした。

地域の人々とふれあいながら社会奉仕をしな

がら震災支援をすることが出来ました。 

田辺 弘樹会員 

チャリティーバザーにはご協力ありがとうご

ざいました。片岡会員、本日の卓話ありがと

うございました。 松本 美和子会員 

 今日の卓話、片岡様宜しくお願いします。 

三村 文男会員 

4月17日の健康フェスタでのチャリティーバザ

ー、お疲れ様でした。多くの方に買っていただ

いて本当に良かったです。私達も楽しかったで

すね。               吉川 美幸会員 


