
 

 

第６７６回例会 
通巻６４３号

平成２３年８月１８日 ２０１１～２０１２年度Ｎｏ．６ 

 

本日の例会 プログラム（第 676 回例会） 

2011201120112011 年年年年８８８８月月月月１８１８１８１８日日日日((((木木木木))))        

２０１１２０１１２０１１２０１１－－－－１２１２１２１２年年年年度度度度    第第第第６６６６例会例会例会例会                        場所    ホテルホテルホテルホテル第一堺第一堺第一堺第一堺        

    

開会点鐘開会点鐘開会点鐘開会点鐘        吉川 美幸     

ロータリロータリロータリロータリーーーーソングソングソングソング斉唱斉唱斉唱斉唱    「四つのテスト」の歌 （ソングリーダー 河野 強副 SAA）    

会長会長会長会長のののの時間時間時間時間                        吉川美幸        

出席報告出席報告出席報告出席報告            （担当 河野 強副 SAA）  

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    会員増強維持委員会        

｢2010-11 年度退会者感謝の集いについて｣ (担当 河野 強委員長) 

            新世代奉仕委員会 「IAC 職業奉仕体験」 （担当 中井昭宏副委員長）    

内部卓話内部卓話内部卓話内部卓話        「老後の安心の心得」中井中井中井中井    崇嗣崇嗣崇嗣崇嗣    会員会員会員会員    

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告            （担当 田辺 弘樹幹事） 

SAASAASAASAA 報告報告報告報告            （担当 中井崇嗣副 SAA）        

閉会点鐘閉会点鐘閉会点鐘閉会点鐘            吉川 美幸    

                

    

 

次回の例会予告（第 677 回例会） 

２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年 8888 月月月月 25252525 日日日日((((木木木木))))    

ガガガガ バ ナ ーバ ナ ーバ ナ ーバ ナ ー 公 式 訪公 式 訪公 式 訪公 式 訪 問問問問    

大澤ガバナーへ米田直前ガバナーより 

ガバナーバッジ引継ぎ 

クラブ会長・幹事バッジ引継ぎ 

ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ授与（中井昭宏会員）    

 

次々回の例会予告（第 677 回例会） 

２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年 9999 月月月月 1111 日日日日((((木木木木))))    

内部卓話 

京谷京谷京谷京谷    知明知明知明知明    会員会員会員会員    

｢｢｢｢ロータリーファミリーロータリーファミリーロータリーファミリーロータリーファミリー」」」」    

    

・・・・例会終了後第例会終了後第例会終了後第例会終了後第 3333 回定例理事会回定例理事会回定例理事会回定例理事会・・・・    



 

 

    

例会例会例会例会のののの記録記録記録記録    ((((第第第第６７６７６７６７５５５５回例会回例会回例会回例会))))                                                                    ････････････････････････    ８８８８月月月月    ４４４４日日日日････････････････････････ 

 

 [ [ [ [唱和唱和唱和唱和]]]]    

「Ｒｅａｃｈ「Ｒｅａｃｈ「Ｒｅａｃｈ「Ｒｅａｃｈ        ＷｉｔｈｉｎＷｉｔｈｉｎＷｉｔｈｉｎＷｉｔｈｉｎ    ｔｏｔｏｔｏｔｏ    ＥｍｂｒａｃｅＥｍｂｒａｃｅＥｍｂｒａｃｅＥｍｂｒａｃｅ        Ｈｎｍａｎｉｔｙ」Ｈｎｍａｎｉｔｙ」Ｈｎｍａｎｉｔｙ」Ｈｎｍａｎｉｔｙ」    

「「「「こころのこころのこころのこころの中中中中をををを見見見見つめようつめようつめようつめよう    博愛博愛博愛博愛をををを広広広広げるためにげるためにげるためにげるために」」」」            

            国歌斉唱国歌斉唱国歌斉唱国歌斉唱                                        

ロータリロータリロータリロータリーーーーソングソングソングソング斉唱斉唱斉唱斉唱    「「「「奉仕奉仕奉仕奉仕のののの理想理想理想理想」」」」    （ソングリーダー 中井崇嗣副SAA）    

        

会長会長会長会長のののの時間時間時間時間      片木 修 会 長 

    

次の日曜日に大澤徳平ガバナー

主催の会長エレクト研修セミナ

ーが開催されることとなってお

り、吉川会長エレクトがこれに

出席して研修を受けられること

により、正式にＲＩが認める私どものクラブの会長の資

格を得られることとなります。    

 これによりまして、正式に吉川会長エレクトに、クラ

ブ会長に就任していただくことができることとなります。 

 吉川会長エレクトは、「いつまでも会長をお願いし

て・・・」と仰っておられますが、決して吉川会長エレ

クトの依頼で会長として居座っていたわけではありませ

ん。 

また、2640地区のガバナー事務所の指示によるものでも

ありません。  

 私どものクラブ定款の第10条第5節に「会長エレクト

は、カバナーエレクトから免除されない限り、会長エレ

クト研修セミナーと地区協議会に必ず出席しなければな

らない。」と規定しており、これらの条件が満たされるま

では、「現会長が継続してクラブ会長を務めるものとす

る。」定めていることから、やむを得ず会長を務めている 

ものであります。 

 私個人としては、一日も早く会長としての大役から逃

れたいと念願しておりましたが、カバナーを輩出したク

ラブの会長がクラブ定款を無視した行動をするわけには

参りませんので、このような次第となり今日に至ったこ 

とをご理解いただきたいと存じます。 

 今日まで、つたない会長の時間にお付き合いをしてい

ただいた会員の皆様に厚く御礼を申し上げるとともに、

吉川会長エレクトが更に研鑽され立派な会長となられる

ことを念願して会長としての最後のご挨拶とさせていた

だきます。 ありがとうございました。 

 

    

会長会長会長会長ｴﾚｸﾄｴﾚｸﾄｴﾚｸﾄｴﾚｸﾄのののの時間時間時間時間 吉川 美幸 会長エレクト 

    

皆さんこんにちは。今日で、

会長エレクトの時間は最後に

なりました。 

今度の日曜日に開催される、

ペッツが終わったら、会長と

して、独り立ちする事になり

ます。 

頼りない会長ではありますが、宜しくお願い致します。 

片木会長、本当に有難うございました。 

話は変わりますが、先だって、地区からの委嘱状を、各

地区委員長の方々にお渡しさせて頂きました。私達フェ

ニックスには、地区に出て活躍して頂いている地区委員

の方が沢山おられますね。今後、ロータリーの関しての

知識は、出来るだけ多くのの機会を作り、その方々にわ

かりやすく教えて頂きたいと思っています。 

本来の会長の時間は、皆さん、ロータリーの勉強になる

事をお話しすべきですが、私は、私自身の職業（医療、

福祉）を通じて感じた事や、少しでも皆さんの役に立つ

様な情報をお話しして行こうと思っていますので、宜し

くお願いします。     

    

    

    

出席報告出席報告出席報告出席報告                （担当 中井 崇嗣 副SAA） 

 

    

    

    

在籍者   ２９名 出席免除者  ３名  

出席者   １５名 欠席者   １１名 

出席率 ６２．０７％ 前々前回 ９３．１％ 

2011201120112011----12121212 年度年度年度年度    第第第第5555 回回回回例会例会例会例会    



 

 

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    

 

『ロータリーの友８月号について』 

上田 俊夫 クラブ広報委員長 

 

本日「ロータリーの友」8 月号を配布しました。今月は会員

増強及び拡大月間ですので関連記事がでております。特

に関連委員会のみなさんは熟読し委員会活動に生かして

下さい。 

またこの度レイ・クリンギンスミスRI 直前会長からガバナー

として「理想的な方である」と指名された大澤ガバナーの紹

介記事はぜひとも読んでいただきたいです。その他 RI の

指定記事も紹介しておりますので御一読ください。 

     

『財団寄付について』 

酒井 誠 ロータリー財団委員長 

  

ロータリー財団の今年の寄付金額目標は、総額で２億ド

ルです。 

これはビルゲイツ財団より寄付された金額と同額になり

ます。 

一人あたりに直しますと２０００ドルとなります。 

日本円にしますと１６，０００円です。 

皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い致します。 

 

 

内部卓話内部卓話内部卓話内部卓話    

『人のつながり』 

河野 強 会員増強維持委員長 

 

みなさんこんばんは！ 

本日の卓話のテーマは「人の

つながり」と中井SAA委員長

からお聞きしておりますので、 

お話をさせていただきます。 

 

人間は誰一人、一人では生きていけない！ 

誰もが判っている事です。 

出産においても、お産婆さんや助産婦さん、他人の方の

協力により産声をあげる事ができます。 

その原点を考えるだけでも、「人とのつながり」は絶対に

必要な事です。 

しかし現在の日本の状況は、地域コミュニティーの崩

壊・核家族化など、日本の良き文化であった、近所同士

での「思いやり・心配り・気使い」という事が、希薄化

してきています。 

 

この事を時代の流れだからと言って、諦めていいのでし

ょうか？ 

私は絶対に良くない事だと考えます！ 

 

さて少し話はそれますが皆さんにとって「幸せを感じる

瞬間」とはどんな時でしょうか？ 

 

美味しい物を食べた時！ 

欲しかった鞄を買った時！ 

行きたかった旅行に行けた時！ 

人は個々、価値観が違いますので同じ事でも感じ方は違

うかと思います。 

 

ここで、人は何の為に生きているのか考えてみません

か？ 

普段、「俺は何の為に生きているのか？」など考える事は

ないと思いますので、この機会に私も考えてみました。 

 

私が何の為に生きているのか？ 

私が出した答えは「幸せ」に成る為でした。 

誰も自ら「不幸」になる為に生きている人は居ないと思

います。 

 

人から聞いた話ですが、赤ちゃんは出産の際に、小さな

手を「ギュッ」と力強く握りしめて生まれてきます。 

その小さな手の中には「幸せ」が入っていて、そして手

を開く事により、「パッと」幸せが解き放たれるそうです。 

赤ちゃんは自分が解放した「幸せ」を掴むために一所懸

命に生きていくのだそうです。 

この話が正しいのかは別にして、人は「幸せ」になるた

めに生きている事に間違いはないと思います。 

 

そこで、先程の話に戻りますが、人それぞれ価値観の差



 

 

はあっても、誰もが「幸せ」と感じられる瞬間があると

思います。 

それは、人に喜んでいただいた瞬間です！ 

人から頼られたり、人から必要とされたりする中で、心

から喜ばれたり、時には感動され涙をだされた時などは、

一番「幸せ」を感じるのではないでしょうか？ 

 

だから、私はまだまだ未熟ですが、自分の人生・生涯を

「幸せ」に過ごす為に、「人とのつながり」をとても大切

にしています。 

これは、人の為にと言う事でなく、自分の為に必要な事

なのです。 

困っている友人がおれば、時間を無理に作ってでも話を

聞かせていただきます。 

この人はこうしたら喜んでくれるだろうな？と日々の中

で、自分も楽しみながら考えています。 

それが「バチッ」とあった時は、僕自身が本当に「幸せ」

を感じます。 

 

私の究極の「幸せを感じる瞬間」は、サプライズが決ま

った瞬間です！ 

相手の「驚きと喜びの顔」を見た時です。 

 

例えば、私は年に6回は嫁に感謝のプレゼントを贈りま

す！ 

普段の生活で迷惑かけている詫びで

す・・・ 

入籍記念日・結婚記念日・誕生日・ホワ

イトデー・クリスマスイブ・クリスマス 

たいした品物では無いですが素直に手渡した事はありま

せん！ 

嫁が風呂に入っている間に、布団の中の足元に隠したり、

ベランダの洗濯竿に掛けたりと、試行錯誤しながら楽し

んでいます。 

寝室で見つけて、リビングに上がってくる、嫁の足音を

聞くだけで、とても「幸せ」な気分になれます！ 

 

仕事で言うならば、ご家族の方の、なにげない会話の中

で、出た事を聞き逃さずに叶えられる事を探す事です。 

例えば、亡くなられた方が、最後に「おにぎり」を食べ

たがっていた事を、お通夜の際の会話で聞いた若い女性

社員が、翌朝早くから起き、「おにぎり」を作って葬儀当

日の朝に、ご仏前にお供えをさせていただきました。 

そしたら娘さんが気づかれ、涙を流して喜ばれました。 

その若いスタッフは、すごく「幸せ」を感じていました。 

 

他にも、「たこ焼き」が大好きだったと聞いたスタッフが、

「たこ焼き」を買いに行き、同じように、お供えをさせ

ていただきましたら、息子さんにとても喜んで頂きまし

た。 

でもこの話には少し落ちがあり、おじいちゃんが好きだ

った「たこ焼き」は醤油味だったらしく、スタッフが買

ってきた「たこ焼き」はソース味だったようです！ 

ここが弊社の未熟なところですが、この事を機会に、ご

家族の方と、より打ち解けられた様で

す。 

 

皆さんも是非！家族・友人の方などに「サプライズ」で

驚かせて下さい！ 

きっと皆さんも「幸せ」を感じていただけると思います。 

 

その為にも普段から「人とのつながり」を大切にして行

かなければいけないと思います。 

 

 

ここでまた少し話はそれるかもしれませんが、皆さんに

は「夢」はありますか？ 

生きてきた時代は違いますが、幼稚園や小学生の頃は

「夢」は皆さんあったはずです！ 

 

私もサッカー選手や警察官など「将来の夢」として卒業

文集に書いた記憶があります。 

でも！いつからか「夢」を持つ事を忘れていました！ 

仕事をして行く中で「目標」「ビジョン」は持っています！ 

目標がなければ、会社の将来も考えられません！ 

 

でも！なぜ大人になれば「夢」をもたなく？もてなく？

なったのでしょうか？ 

この事を考えた時に「幸せになるためには夢をもつ事も

必要では！」と思いました。 



 

 

だから、私は「夢」を持つ事にしました。 

小さい頃に持っていた「夢」はサッカー選手になりたい

など、職業分類でした。 

でも、大人になった今は、サッカー選手になって何をし

たいのか？どうしたいのか？まで、考える事が必要にな

ると思います。 

 

「夢」をかなえるためには、もつ「夢」にもよるかもし

れませんが、一人では成し遂げれない事が多いのではな

いでしょうか？ 

やはり「人とのつながり」が必要であり、「人の協力」が

必要ではないでしょうか？ 

 

たった一度の人生！ 

悔いのない人生を送るためにも「人とのつながり」を一

番に大切にする必要があると思います。 

 

ちなみに私の夢は自分の命が尽きた時に一人でも多くの

方に参列していただき、涙していただく事です！ 

死ぬ時を「夢」として考えるのは、おかしな事と思いま

すし、それは「夢」ではないのではと思われるかもしれ

ませんが、私は嫁や子供達に、親父が生きてきた「証」

を、普段は知らなかった親父の「交友関係」を、知る事

により、少しでも何か学んでもらい、子供達自信の生き

方を見直してもらい、またそれを生まれてくる自分達の

子供に伝える事を「夢」とし、家庭内ではダメな親父だ

ったけれど、社会には必要とされていたんだな！その親

父を持った事を「誇り」に思ってもらいたいと、心から

願っています。 

その為にも「夢」は叶える・叶えられる事と信じ、その

「夢」を実現するためには、「今」何をしないといけない

のか？この一瞬を「どう過ごすべき」なのかを考えるよ

うにしています。 

だから私は出逢う方、一人一人を大切にさせていただき

「夢」に向かって「人のつなが

り」を深めたいと思います！ 

 

最後に予断ですが、ほとんどの

方が「儲けたい」と思っている

と思います。 

誰も「貧乏したい」と思って生きている方はいないと思

います！ 

 

この話も人からの受け売りですが、「儲ける・儲かる」方

法を聞いた事をお話させていただきます。 

 

「儲ける」とは相手を「信じる者」である！ 

現在の世の中は詐欺事件などが多発している時代ですの

で、簡単に人を信じたら騙されるような悲しい社会です

が、だけど相手を見極めたうえで「信じる者」は儲かる

と思います。 

 

私は「運」が良かっただけかもしれませんが、18歳で現

在の会社に入社させていただき、 

入社以来、先代の話や考えを純粋に「信じて」「実行して」

きました。 

そのお陰で、同期・同学年の友達より、たくさんの給料

をいただけました。 

あくまでも結果ですが！ 

でも同期と違った事は、素直に先代や先輩の話を聞き、

自分の「血や肉」にしていった事だけです。 

 

これは、私が環境に恵まれていただけかもしれませんの

で、それでは「信じる者」とは別の視点で考えてみたら

「信頼される者」「信用される者」と言う考えはいかがで

しょうか？ 

 

「儲けたい」なら「信頼される者」「信用される者」にな

る事ではないでしょうか？ 

そのようになれば、自然と仕事の依頼は入るでしょうし、

同時に売上も上がるのではないでしょうか？ 

 

私は信じています！ 

自らが、人から「信頼・信用」される人間に成長する事

が「幸せになれ夢をかなえられる」のだと！ 

その為にも「人とのつながり」「人とのご縁」を何よりも

大切にしていきたいと思います！ 

RCに入会させていただく、きっかけを作っていただいた

石田さんに感謝し、入会の際に本当に丁寧にRCの事を説

明していただいた、今野さんや熊取さんに感謝し、そし



 

 

てフェニックスRC全会員皆さまとの「ご縁」を大切にし

ていきながら、社会から「信頼・信用されるロータリア

ン」になれるために、頑張ってまいりますので、今後も

ご指導宜しくお願いいたします！ 

 

貴重な時間をおかりしまして、ありがとうございまし

た!! 

    

    

にこにこにこにこにこにこにこにこ報告報告報告報告  （担当  中井 崇嗣 副SAA）        

    

片木会長お疲れ様でした。河野さん、今日の卓話

本当に楽しみにしていました。前々回の河野さんの卓話

で涙を溢された方々がおられたと聞きました。今日は私

もハンカチを持って来ました。 

吉川 美幸 会長エレクト 

母へのお花ありがとうございます。結構喜んでい

ます。               田辺 弘樹 幹事 

本日は卓話の機会を与えてくださりありがとう

御座います！緊張していますが、頑張ります。 

河野 強会員 

家内の誕生祝ありがとうございます。皆様、いよ

いよ８月ですね。毎日暑い日が続きますが元気に頑張り

ましょう。             京谷 知明会員 

新しい年度がスムーズに船出なさっておめでと

うございます。昭和２６年の６月に創業致しまして以来

ずっと会社を観ておりました。只今 3１歳になる孫が一

生懸命に勤めております。悪戦苦闘しておる様ですが、

祖母と致しまして只今感謝のみです。この上は総て健や

かであるよう念っております。    熊取 敬子会員 

本日は河野 強様に卓話ありがとうございます。

楽しみに聞かせて頂きます。    辻野 美智子会員 

毎日暑い日が続きますが、夏バテしない様この夏

を乗り切りましょう。          酒井 誠会員 

家内の誕生日に綺麗なお花を頂きありがとうご

ざいます。仕事から帰ればみんな寝てて、朝起きたらみ

んな出て行ってすれ違いの日々ですが、このお花のおか

げで久しぶりに家内と会話をしました。 

細川 浩二会員 

先だってのバーベキューパーティ、楽しかったで

す。ありがとうございました。河野会員、本日の卓話よ

ろしくお願いします。        松本 美和子会員 

先日は大変お世話になりました。ありがとうござ

いました。片岡様珍しいお酒をありがとうございました。

皆喜んでおりました。        米田 眞理子会員 

    

    

日本地震災害復興基金へ

大きな支援が寄せられる 
 

記事：Ryan Hyland, Dan Nixon   

国際ロータリー・ニュース：2011年8月2日更新   

http://www.rotary.org/ja/Pages/ridefault.aspx    

 

３月１９日 

支援物資を福島

へ搬入したとき

の写真が全世界

に発信されまし

た！！ 

 

紫のジャンパーは

米田 眞理子 

(当時)ガバナー 

ジャケットはＲＩ

２５３０ＤＧ（当

時）大橋氏,黄色いジャンパーは奥様です。 

元版は英語です。 

 


