
 

 

第６７２回例会 通巻６３９号

平成２３年７月１４日 ２０１１～２０１２年度Ｎｏ．２ 

 

本日の例会 プログラム（第 672 回例会） 

2011 年７月１４日(木)  

２０１１－１２年度 第２例会      場所 たぬき寿司 
開会点鐘   片木 修 会長 

ロータリソング斉唱 「堺フェニックスロータリーの歌」 

             （ソングリーダー 細川浩二親睦副委員長） 

ロータリーの綱領 唱和 

会長の時間   片木 修 会長 

出席報告   （担当 河野 強副 SAA）  

          幹事報告   （担当 田辺弘樹幹事） 

              内部卓話   田中 眞琴 副会長 

委員会報告  新世代奉仕委員会  （担当 中井昭宏副委員長） 

職業奉仕委員会    (担当 松本 美和子委員長) 

会    食 

SAA 報告   （担当 中井崇嗣副 SAA）        

閉会点鐘    片木 修 会長     

 

次回の例会予告第 673 回例会） 

２０１１年７月２１日(木) 

 

委員会報告 クラブ広報委員長 

「ロータリーの友７月号」 

内部卓話 向井 利之会員 

「コミュニケーション」 

次々回の例会予告（第 674 回例会） 

２０１１年７月２８日(木) 

 

クラブフォーラム 

新世代奉仕委員長 

「ＩＡＣについて」 

 岡田 正一会員 



 

 

例会の記録 (第６７１回例会)             ･･････ ７月 ７日･･････ 
 

[唱和] 

「Ｒｅａｃｈ  Ｗｉｔｈｉｎ ｔｏ Ｅｍｂｒａｃｅ  Ｈｎｍａｎｉｔｙ」 

「こころの中を見つめよう 博愛を広げるために」   

国歌斉唱     ロータリソング斉唱「奉仕の理想」 （ソングリーダー 中井崇嗣副 SAA） 

 

会長の時間      片木 修 会長 

 

 

 

 

 ６月２３日の２０１０－２０１１年度最終例会で会長

の役目を終了させていただいたと思っておりましたら、

地区の情報規定委員長から７月１日付で「クラブ会長エ

レクト就任のタイミングについてのお知らせ」の文書が

クラブに送られてまいりました。 

 それによりますと、「７月１０日予定の地区協議会とそ

の後に開催予定のＰＥＴＳを受講することによって２０

１０－２０１１年度会長エレクトは後任者適格となりま

す。」とされており、正式な会長交代はＰＥＴＳの受講終

了を待って行なうようにとの指示がありましたので、そ

れまでの間やむを得ず、引き続き会長ということで会務

を勤めさせていただきます。 

 さて、皆様は既にご覧になられたかと思いますが、２

０１０－２０１１年度のガバナー月信の最終版に「ガバ

ナークラブの会長を回顧して」と題する感想文を書かせ

ていただきました。会員の皆様のご協力のお陰で、無事

この一年間の会長を勤めさせていただくことができまし

たこと、重ねて厚く御礼を申し上げます。 

この度の２０１０－２０１１年度ガバナーエレクトの

問題は、本来はガバナーエレクト御本人のリーダーシッ

プによって解決されなければならない諸問題を、ガバナ

ーエレクトを担いで地区を動かそうとする会員が、自ら

の立場を守ろうとするあまり、ガバナーエレクトの意向 

を無視する行動を続けられた結果、あのような事態とな

ったものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

あのままの状態が続けば、ガバナーエレクトがガバナ

ーに就任されたとしても、ガバナーの意向によって地区

が運営されるのではなく、ガバナーを担いで地区を動か 

そうとする会員の意向によって地区運営がなされること

となったであろう事は、火を見るよりも明らかでありま

す。 

感想文の中で、「新しき酒は、新しき皮袋に入れよ！」

と言うマタイ伝の一節とともに、地区の組織や人事も刷

新する必要があるのではないかと、申し上げました。 

新しい指導者が、自らが描く奉仕の理想を実現するた

めには、人事も刷新し、適材適所の配置をする必要性を

感じたからです。 

私が以前に勤めていた部署では、年間に５０数件の事

案を処理しておりましたが、１件の事案の着手に２００

人近い人員を動員することもありました。これの人員配

置が事案を成功裡に終結させるか否の鍵となる訳です。

如何に適材適所の配置をするか、人を評価するのではな

く、人の能力を正しく評価して配置することが大事であ

るかを、毎回、痛感しておりました。 

地区の委員長や委員の配置も同じではないかと思い、

刻々と変化する時代に即した奉仕活動を実行するために

は、これに合致したものにしなければならないと思った

次第です。 

 

 

2011-12 年度 初例会 



 

 

7 月度各種お祝い（担当 向井利之親睦委員長） 

会員誕生日 犬伏 幸代会員 

家族誕生日 山田 康弘様 田中 多恵子様 

会員記念日 田辺 弘樹会員 

創業記念日 今野 華会員 中野 一郎会員 

 岡田 正一会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告    （担当 中井崇嗣副 SAA） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内部卓話      

  吉川美幸 会長エレクトの時間  

 

 

 

 

 

近頃、欠席ばかりでしたが、思い返してみると、私がフ

ェニックスロータリーに入会してから早いもので、もう

13年も経ったみたいです。 

13 年の歳月に、えっつ！って声が聞こえてきましたね。

実の所、私自身も、そんなに経ったなんて信じられない

位です。ロータリアンとしては、13年といえば、ベテラ

ンと言ってもいい位です。多分、私の様な初心者風の、

自称ですが、初々しい会長はいないのでは無いでしょう

か。 

主人からは、私が会長になる日が来るなんて、フェニッ

クスもよっぽど、人材不足なんやなと言われました。 

私がこの13年間、お休みをしながらもロータリーを続け

ていましたのは、フェニックスの先輩方には、本当に力

を頂いたからでした。今こうして、少しは立派に仕事が

出来ていますのも、そういった先輩方から、ことある事

に、励まして頂いたお蔭と思っています。 

先輩方の中には、現役の方もおられますし、現役を退い

た方もおられます。でも、今まで経営に携わっておられ、

多くの職員の生活を肩に担っておられた方ばかりです。

職員を抱え、会社を経営していくと言う悩みは、先輩方

にも通じるものがあり、いつも「吉川さんの、悩んでる

事はよくわかるで。でも皆、乗り越えてきたんや。がん

ばりや！」と、励まして下さいました。 

出席は出来なくても、会員として、会費を納めている事

で、このフェニックスのお役にたっているんじゃないか

と私の勝手な思い込みもあり、今まで退会もせず、お世

話になっていました。今度、会長になる事をお引き受け

したのは、後輩である方々に、私が先輩方にして頂いた

ことの少しでもお返しをしなければと思ったからです。

私は、フェニックスロータリーの先輩方が、培ってこら

れた素晴らしい所を引き継ぎ、更に、皆さんの人生にお

いて、仕事において、楽しく有意義な1年になります様

に、皆さんと一緒に努力していきたいと思っています。 

さて、今年度ＲＩ会長になられた、インドのパネルジー

氏は、“こころの中を見つめよう。博愛を広げるために”

と言う方針を出されました。そして、重点項目は、家族、

継続、変化です。 

私なりにその言葉の意味を考えてみると、ＲＩ会長が言

在籍者   ２９名 出席免除者  ４名  

出席者   ２１名 欠席者    ４名 

出席率 ７２．４％ 前々前回  ９７％ 



 

 

っておられることは、私達フェニックスロータリーが今

まで大切にしてきた事そのものではないかと思っていま

す。 

私達フェニックスロータリーは、今まで同様、家族や仲

間たちとの絆を大切にし、私達フェニックスの仲間を減

らす事無く、同じ思いを共有できる仲間を、より増やし

ていく努力をしていく事に尽きるのだと思っています。 

今度の会長は、親睦、親睦ばっかり言ってるよね。と聞

こえてきます。 

おわかり頂けると思いますが、私が申し上げたい事は、

目的は親睦ではありません。例会であれ、友好クラブと

の交流であれ、国際大会、清掃活動であれ、皆で、一つ

一つの事を協力しあっていく事で、お互いを知る事が出

来るし、皆の絆も深まるものと思っています。 

各委員長さん方によって、この１年の計画がたてられま

した。 

委員長さんの中には、まだロータリーの経験が浅い方も

たくさんおられますが、やる気満々の方ばかりです。会

員全員が同じ方向を向く事はあり得ないとは思いますが、

より多くの会員に満足して頂ける様、皆さんと一緒に、

その計画にそって頑張っていきたいと思います。 

最後になりましたが、こんな私ですが、一年間、宜しく

お願い致します。今年度の方針のお話しとしては、簡単

ではありますが、これで挨拶とさせて頂きます。 

 

幹事報告        田辺弘樹 幹事 

  

 

 

 

前年度堺13RCで行った社会奉仕事業の表彰について 

前年度行いました堺13RCでの社会奉仕事業、阪堺電気軌

道への広報活動において、感謝状が届きました。 

それに伴い、今月26日(火)に広報啓発出発式が開催され

ます。 

場所：住吉区にある阪堺電気軌道の車庫 

時間：14時 

現場は駐車場がありません。阪堺電気鉄道をご利用くだ

さい。 （大小路駅発午後１時２８分天王寺行き） 

 

地区委員の報告 

①直前ガバナー 地区奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門ｶｳﾝｾﾗｰ     

米田眞理子 

 公益法人 米山奨学会 理事    米田眞理子 

 公益法人 米山梅吉記念館 評議員 米田眞理子    

 地区危機管理委員会委員長     米田眞理子 

 ＲＩ会長賞・意義ある業績賞選考委員会委員長 

                  米田眞理子 

 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ指名委員会委員     米田眞理子 

 地区研修委員会委員        米田眞理子 

 地区諮問委員会委員        米田眞理子 

 地区史編纂委員会委員       米田眞理子 

②地区副代表幹事      上田俊夫 岡田正一  

③地区幹事 小野晃範 田中眞琴 向井利之 中井昭宏  

④地区財務委員会     片木 修  岡田正一  

⑤ロータリーの友委員      京谷知明（全国） 

⑥地区大会副実行委員長     岡田正一 

⑦地区雑誌広報委員長      京谷知明  

⑧地区国際奉仕委員長      中野一郎 

⑨地区ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員        岡田正一 

⑩地区危機管理委員       小野晃範 

⑪地区ﾛｰﾀﾘｰ財団委員       上田俊夫 

⑫地区ＩＴ委員         田辺弘樹   

⑬地区会員増強維持委員     石田得子 

 

例会欠席時の連絡について 

例会の欠席は、当週の火曜日17時までに事務局へ。 

 

上半期会費について 

上半期の会費は、地区より諸経費が決まり次第、お知ら

せいたします。 

 

インターアクトの年次総会について 

24日日曜日にIAの年次総会が開かれます。 

本日出欠確認を回しておりますので、都合のよい方は是

非出席いただきますようお願いいたします。 

 

2011-12年度会員名簿のチェック 

本日幹事報告が終わりましたら、各自に名簿作成のため

の確認用紙をお配りいたします。修正点がありましたら

修正いただき、本日例会終了時に事務員にお渡しくださ

い。また写真等々も変更希望がありましたら、その旨を

用紙にお書きください。 

 

クラブアッセンブリーの資料について 

各委員長皆様、6 月に行った次年度クラブ協議会の内容

から、修正のある方は来週までに事務員へお渡しくださ

い。 

 

本日の理事会について 

本日、例会終了後、19:45より、 2Fリセスの間で7月

度理事会を行います。 

理事メンバーの方々はご出席いただきますよう、お願い

いたします。 



 

 

例会変更のお知らせ 

次週１４日は例会場を「たぬき寿司」に変更です 

クラブ事務所より送迎バスが出ます。ご利用ください。 

堺北西南西RC ７月１９日「たけむら」例会場変更 

 

事務所移転のお知らせ 

堺東南RC 〒599-8115 堺市東区関茶屋66-8-2 

  電話 072-236-2127 FAX 072-236-2128 

以上 

田辺弘樹  「幹事就任の挨拶」 

今年度一年間幹事を勤めます、田辺 弘樹でございます。 

堺フェニックスに入会させていただき、今年度で4年目

になります。一年目は、生まれたての卵ですので、京谷

さんという親鳥の後を、右も左も分からぬまま、付いて

いくだけの一年でした。その結果、こういうロータリア

ンになりました。 

二年目は、自分にできることでクラブのためになるこ

とを目標としました。その年は、週報委員長を任命され

ましたので、地区内で一番キレイな週報ができればいい

なと思いながら、一年間当時の事務員であった李さんの

協力をいただきながら、自分としては満足な結果であっ

たと思います。自分のなかで一番充実した、また集中し

た一年は去年の三年目でした。これは私だけでなく、フ

ェニックスの会員みなさんも同じく充実したのではない

かと思います。 

この年は、米田さんがガバナーになり、クラブ活動だ

けではなく、地区の活動にも多く出向く様になりました。 

入会からの二年間、諸先輩方からクラブで学んできた事

を元に、自分が出来る事を次は地区で生かせればと思い

ました。 

去年はクラブでは引き続き週報委員長、地区ではIT委員

を拝命いたしましたので、去年の目標は、地区のHPを日

本一のレベルにすることでした。少し説明いたしますと、 

地区のHPとガバナー月信の作成、また地区のWCSの HP

の作成、地区大会の動画やパンフレットなど、今思い起

こせば、いろいろやったなぁ。。。と感慨深いものがあり

ます。 

HPにおいては、WCSのHPを充実させることによって、WCS

活動がHP上で更新されたら、自動で地区のHPにも反映

されるようになっております。 

この形を地区全体のクラブに整うようになると、各クラ

ブの活動が自動で地区のHPで確認できるようになる。 

それを通じて、会員以外の皆様にロータリークラブの活

動を知って頂き、啓蒙活動、広報活動、会員増強活動に

つながれば本望です。 

これが職業としてITに準ずる自分の、ロータリアンとし

てのひとつの目標であります。 

さて、今年度のクラブ幹事としてですが、私の仕事に通

じるものがあると思っています。 

HPを作る仕事は、その時々によって大事な部分とそうで

ない部分を判断し、そのタイミングでどれを際立たせ、

見やすくするか。 

また次のページへの道筋をどう立てて、ユーザーを導く

かなど、日頃の仕事と同じように、幹事としてもキレイ

にストレスなく、 

また皆様がやりやすいようにバランスをとってまいりた

いと思っております。 

 

委員会報告  

 新世代奉仕委員会（担当 中井昭宏副委員長） 

 

 

 

 

初芝立命館高等学校より職業経験プログラムへの協力依

頼がございます。 

  

目的）働くことを通じて「厳しさ」だけでなく「喜び」を経験す

る事。実社会に関心を持ち、「将来」のための「今」を意識さ

せ、行動につなげる事。 

期間）平成２３年８月 1 日～８月８日のうち５～６日 

職種）問いません 

体験内容）危険度の低いもの、安全性を優先して下さい。

また企業に負担があまりかからないことを優先して下さい。

そのうえで、できるだけ実働に近い形で、さまざまなことを

経験、研修をさせてあげて下さい。 

また職業経験後に、１０月ころの予定をしておりますが、事

業、業務、商品などの関する提案型プレゼンテーションを

実施したいと思っております。 

以上 

SAA 報告  

 

※PETS 終了後に会長の交代となります  

※次回より例会座席札は、より親睦を深めて頂く SAA で並

べさせて頂きます 

※次回よりクールビズといたします 

以上 

 



 

 

にこにこ報告  （担当 河野 強副 SAA）  

 

今日は七夕！吉川会長年度の発足おめでと

う！これからの１年よろしく！昨年度はありがとうござ

いました。             片木 修会長 

29名の船出となりました。田辺幹事と一緒に乗

り心地の良い舟になる様に頑張りたいと思います。 

吉川 美幸会長エレクト 

本日、感じに就任いたしました。4 年目のひよ

こですが精一杯頑張りますので宜しくお願い致します。  

          田辺 弘樹幹事 

新年度発足に際しまして当クラブの活躍を祈

念して居ります。創業祝いのお祝いを有難うございまし

た。                今野 華 会員 

吉川新会長さん田辺新幹事さん、いよいよ船出

です。頑張ってください。     上田 俊夫会員 

吉川会長、田辺幹事様、若々しく新鮮なアイデ

アと活動で又フェニックスＲＣを飛翔させてください。

宜しくお願い致します。      小野 晃範会員 

片木会長様有難う御座いました。吉川会長様今

年度宜しくお願い致します。新役員の方々にも宜しくお

願い致します。         片岡 富美子会員 

ロータリーの新年度がスタートしましたね！

本年度も皆様宜しくお願い申し上げます。 

京谷 知明会員 

2011-12 年度とうとう始まりましたね！入会 1

年経たない私ですが、本年度は会員増強・退会防止委員

長に任命して頂き有難う御座います。頑張ります。 

河野 強 会員 

吉川新会長様、田辺新幹事様、本日は新年度初

日ですが、残念ながら雨の七夕なってしました。どうぞ

この1年間宜しくお願い致します。 

辻野 美智子会員 

新年度ＳＡＡがんばります。宜しくお願い致し

ます。              中井 昭宏会員 

本年度第 1例会です。皆様、1年間宜しくお願

いします。吉川会長田辺幹事頑張ってください。 

中野 一郎会員 

新年度最初の例会ですが、新会長・幹事は暫く

おあづけですネ。片木会長、京谷幹事あと少し宜しく

お願いします。         田中 範子会員 

初例会、今年度も宜しくお願いします。 

松本 美和子会員 

吉川会長、田辺幹事様、新年度スタートおめで

とうございます。素晴らしいご活躍を期待しています。

無事ガバナー年度を終えました。皆様のお陰と感謝し

ています。慰労会は後日またご案内します。 

米田 眞理子パストガバナー 

 

 

7月10日 第２６４０地区 地区協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山記念奨学部門にて 米山記念奨学生の紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第３回南大阪在宅医療看護講演会 

― 患者様に寄り添うために ― 

 

日 時    平成２３年７月９日 土曜日 １５：００～１７：００ 

場 所    リーガロイヤル堺 ３階 利休 

共 催    南大阪在宅医療看護研究会        株式会社大塚製薬工場 

後 援    堺フェニックスロータリークラブ     チーム hug  again 

 

開会の挨拶   ナカイクリニック院長 中井 昭宏 先生 

 

技能教育   『高齢者における脱水予防対策～経口補水療法のすすめ』 

                    ㈱大塚製薬工場 学術部 下田 充啓 先生 

【一般演題】 

（座長 さくら訪問看護ステーション 管理者 貝山 香純 先生） 

 

演 題 １  『介護施設における緩和ケア』 

                講師 エテルノテレサ  施設長 福地 誠 先生 

演 題 ２  『疼痛緩和のＱ＆Ａ 在宅緩和ケア』 

                講師 ナカイクリニック 院長  中井 昭宏 先生 

【特別講演】 

（座長 ナカイクリニック院長 中井 昭宏 先生） 

 『大学病院における緩和ケアについて』 

  講師 近畿大学医学部附属病院 緩和ケア室 准教授 がん相談支援センター長  原 聡 先生 

 

閉会の挨拶 さくら訪問看護ステーション 副所長 越智 優子 先生 

 

今回は『緩和医療』をテーマに開催させていただきました。約１２０名の方にご参加いただき、日常の

診療や介護にお役立て頂ければと思います。今回は緩和医療がテーマであったこともあり訪問看護師さ

んや介護支援専門員さん、社会福祉士の方の参加が多くみられました。少しでも地域医療看護介護のお

役にたてればと思っております。 

堺フェニックスロータリークラブからは小林雄二会員が応援に来ていただき、医療看護介護従事者への

応援のメッセージとお祝いの言葉をいただきました。小林さんは現在、大阪府府議会議員をされており、

我々医療者が行政に思っている疑問を逆に教えて下さいと心強いメッセージを頂きました。 
 

 


