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本日の例会 （第 669 回例会） 

2011 年６月１６日(木) 

◆出席報告◆会長の時間 

◆幹事報告◆委員会報告◆ＳＡＡ報告 

内部卓話： 中井 崇嗣会員 

 

2010-11 年度末クラブ協議会 

次回の例会予告（第 670 回例会） 

2011 年６月２３日(木) 

家族例会 

会長・幹事 慰労会 
職業奉仕「会員卓話 河野 強」 

場所：ライフガーデンさかい 

次々回の例会予告（第 671 回例会）

2011 年７月７日(木) 

2011-12 年度 初例会 

会長・幹事就任挨拶 

クラブ協議会  
事業報告・決算報告事業計画と予算 

会 員 総 数 ３４名 
本日(６月９日)の出席 ２２名 
(内出席率計算会員) ２２名 
本 日 の 出 席 率 ７３％ 
修正出席率 (５/１５) ９０％ 

出席報告 ６月９日 
 

会員誕生日：小野 晃範会員 片岡 嵩会員 

会員記念日：犬伏 幸代会員 

創業記念日：中井 昭宏会員 熊取 敬子会員 

吉川 美幸会員 山田 真樹会員 

おめでとうございます！！ 



 

 

例会の記録 (第６６７回例会)             ･･････ ６月 ９日･･････ 
 

[唱和] 

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

国歌斉唱   「奉仕の理想」   唱和 「ロータリーの綱領」  

         本日のお客様 

泉州KUMATORIロータリークラブ 

  

 

会長の時間   片木 修 会長  

  

 

 

 

 

本日は、例会の後で次年度のクラブ協議会が行なわれ

ることとなっております。 

次年度のＲＩ会長はカルヤン・バネルジー氏で、そのテ

ーマは 

“こころの中を見つめよう 博愛を広げるために” 

とされて、基本的な構想は発表されましたが、私たちの

２６４０地区のガバナーは、まだ発表されておらず、次

年度のための地区協議会の日程も決まっておりませんの

で吉川会長エレクトも非常にやりづらいところもあると

思いますが、ロータリーの目指すところは、綱領や定款・

細則に定められているとおりであり、これに従って独自

の目標を立て、ＲＩや地区ガバナーの方針に合わせた軌

道修正をすれば良いと考えております。 

私が、高校１年生のころ、東京高等師範出たての先輩の

先生から、「新しき酒は、新しき皮袋に入れよ」というマ

タイ伝第９章の有名な言葉を教えられました。 

また、役所に入ってからの研修で、一橋大学の松本教授 

 

 

 

副会長 吉川 惠三子様  幹事 八田 眞一様 

 

 

から「世の中も、学問も、先輩の屍を踏み越えて進歩 

するものである。 

先輩は後輩に踏み越えられないように更に精進し、後輩

はそれを超える努力をして世の中は進歩している。」旨を

教えられました。 

ＲＩの定める定款細則に従わねばならないことは当然

ですが、陋習にとらわれず、新しい感覚で、会員を納得

させる計画を立て、更なる、クラブの活性化を図ってい

ただきたいと考えております。 

先週、ＲＩ会長の認証状を伝達いたしました初芝立命

館高等学校インターアクトクラブに対する指導・育成も

これからが大事です。提唱クラブとしての責任がありま

す。 

 ガバナー年度で学んだ経験を充分に活かして、幅広い

視野で活動計画を立てて実行していただきたいと考えて

おります。 

 

 

 

 



 

 

幹事報告    京谷 知明幹事 

 

 

 

 

本日例会終了後、２階リセスにて次年度のクラブ協議会

を行います。 

次週は、年度末クラブ協議会です。報告書の未提出の委

員長は速やかにご提出お願い致します。例会場、クラブ

協議会ともに ２階リセスが会場となります。 

配布物  ４．５.６月度次年度理事会報告書  

☆例会変更のお知らせ  

堺清陵ＲＣ ６月２３日→２５日(土)大金楼 

 ３０日→休会 

堺南ＲＣ  ６月２７日→休会 

堺おおいずみＲＣ ７月６日→９日(土) 

リーガロイヤルホテル堺 

堺西ＲＣ ６月３０日→休会 

堺東ＲＣ ６月２３日→同日、リーガロイヤルホテル堺 

６月３０日→休会 

以 上 

内部卓話   犬伏 幸代親睦委員長 

           「親睦月間に因んで」 

 

 

 

 

 

今月はロータリークラブでは、親睦活動月間になってお

ります。RC での親睦とは RCで育まれる友情です。クラ

ブ会員がお互いに親しく仲良くし、相手を思いやること、

相手の立場を理解すること、そして、会員家族の事も大

切に考えることからはじまり、友好クラブ(福井フェニッ

クス RC、タイルンピニRC)との友情、そして地域の RC、

世界の RC の会員との友情を深めることが大切になって

きます。とにかく、RCでの親睦はクラブ会員が親睦活動

やプロジェクトに積極的に取り組む為のカギとなります。 

今年度はガバナークラブという事でガバナーはじめ会長

様、幹事様、地区代表、幹事の皆様のおかげで多くのRC

会員との親睦が出来ました。又、若い新入会員の皆様方

がクラブに早く馴染んでくださり、親睦活動にご協力い

ただき本当にうれしく思っております。今後、堺フェニ

ックス RC を一層居心地良いクラブにする為には例会を

見直し、出席率を上げることだと思いまして、例会を考

えるフォーラムをしたいと思います。クラブフォーラム

で討議していただくことは、・例会のこと・食事の事・親

睦のお祝い品についてです。皆様宜しくお願い致します。 

 

にこにこ報告 
 

６月４日泉州 KUMATORI RC 認証状伝達式式典にご

臨席賜りまして、ありがとうございました。これからも

ご支援ご指導いただけますようお願い致します。 

泉州KUMATORI RC吉川 惠三子様 

６月４日私ども泉州 KUMATORI RC 認証状伝達式に

は多数のご出席を頂き、ありがとうございました。今後

ともご指導の程宜しくお願い致します。本当に有難うご

ざいました。   泉州KUMATORI RC八田 眞一様 

泉州 KUMATORI RC 八田様、吉川様ようこそ！ごゆ

っくりしてください。本日は次年度の為のクラブ協議会

です。宜しくお願い致します。   片木 修会長 

泉州 KUMATORI RC 八田幹事、吉川副会長、先日の

チャーターナイト誠におめでとうございました。大きく

発展されることを願っております。 

石田 得子会員 

八田様、吉川様ようこそ当クラブにお越し下さい

ました。又、結婚記念のお祝いを頂き有難うございまし

た。               犬伏 幸代会員 

７６歳になりました。時の経つのは速いものです。

健康に一層気を付けてがんばります。 

小野 晃範会員 



 

 

初芝立命館高等学校IAC 認証状伝達式に参加させ

ていただき、おごそかで良かったと思いました。グラス

バンド、講和、若い方達との楽しい食事会も感激するこ

とばかりでした。         片岡 富美子会員 

創業記念のお品を頂き有難うございました。創業

より長い期間になりますが、孫の大輔が一生懸命励んで

居りますが、不景気の中でもまれて居ります。 

熊取 敬子会員 

吉川様、八田様、本日はようこそお越し下さいま

した。ごゆっくりお過ごし下さい。 

田中 範子会員 

吉川様、八田様、ようこそ堺フェニックスRC へ。

理事会欠席のお詫び。       中野 一郎会員 

創業記念ありがとうございます。 

中井 昭宏会員 

泉州 KUMATORI RC の皆様、本日はようこそおいで

下さいました。この度のチャーターナイト本当におめで

とうございます。         松本 美和子会員 

泉州KUMATORI RC吉川様、八田様、ようこそ！ 

三村 文男会員 

創立記念、忘れていました。記念品有難うございま

す。いただけるとやっぱり嬉しい！今日、次年度のクラ

ブアッセンブリがあります。どんな事を計画しているの

か聞いていただきたいです。時間の許す限り出席お願い

致します。            吉川 美幸会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 ６月２３日(木) 

場所 ライフガーデンさかいホール 

住所 堺区榎元町6-7-20 (駐車場有) 

 

（会員ご家族は、１名 ２，０００円） 

 

職業奉仕委員会より： 

河野 強会員の職場見学と職業倫理につい

ての卓話が有ります。 

２０１１－１２年度 クラブ協議会 

片木 修会長  京谷 知明幹事 

 お疲れ様会のご案内 

！家族例会です！ご家族大歓迎です♪ 

 

６月12日(日)ＩＡＣ新入生歓迎会 

米田 眞理子ガバナー 

小野 晃範会員・上田 俊夫会員 

岡田 正一会員・中井 昭宏会員 

中井 崇嗣会員    6名が参加しました。 


