
 

 

第６７７回例会 
通巻６４４号

平成２３年８月２５日 ２０１１～２０１２年度Ｎｏ．７ 

本日の例会 プログラム（第 677 回例会） 

2011201120112011 年年年年８８８８月月月月２５２５２５２５日日日日((((木木木木))))    2011201120112011----12121212 年年年年度度度度    第第第第７７７７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        

本年度本年度本年度本年度 RIRIRIRI テーマテーマテーマテーマ    唱和唱和唱和唱和    

開会点鐘開会点鐘開会点鐘開会点鐘            吉川美幸会長 

国歌斉唱国歌斉唱国歌斉唱国歌斉唱            ロータリソング斉唱    「「「「奉仕奉仕奉仕奉仕のののの理想理想理想理想」」」」（ソングリーダー向井利之親睦委員長）    

おおおお客様客様客様客様のののの紹介紹介紹介紹介    大澤德平ガバナー 宇瀬治夫ガバナー補佐 松生満代表幹事 

ガバナーバッチガバナーバッチガバナーバッチガバナーバッチ引引引引きききき継継継継ぎぎぎぎ            

クラブクラブクラブクラブ会長会長会長会長・・・・幹事幹事幹事幹事バッチバッチバッチバッチ引引引引きききき継継継継ぎぎぎぎ    

            ポールハリスフェローポールハリスフェローポールハリスフェローポールハリスフェロー賞授賞授賞授賞授与与与与     

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        

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                田辺弘樹    

会会会会            食食食食    

卓卓卓卓            話話話話                        ガバナーアドレスガバナーアドレスガバナーアドレスガバナーアドレス        大澤大澤大澤大澤    德德德德平平平平ガバナーガバナーガバナーガバナー    

おおおお礼礼礼礼のののの挨拶挨拶挨拶挨拶            吉川美幸会長    

花束花束花束花束のののの贈呈贈呈贈呈贈呈                石田得子会長エレクト    

SAASAASAASAA 報告報告報告報告                        （担当 河野 強副 SAA）                                

閉会点鐘閉会点鐘閉会点鐘閉会点鐘                    吉川美幸会長                        

ソ ン グ      「手に手つないで」 （ソングリーダー 向井利之親睦委員長） 

記念写真記念写真記念写真記念写真    

次回の例会予告（第 678 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」 

・・・・例会終了後    第第第第 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・・・・    

次々回の例会予告（第 679 回例会） 

２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年 9999 月月月月 8888 日日日日((((木木木木))))    

内部卓話 

田中田中田中田中    眞琴眞琴眞琴眞琴    会員会員会員会員    

｢友好クラブ」 

    



 

 

    

例会例会例会例会のののの記録記録記録記録    ((((第第第第６７６７６７６７６６６６回例会回例会回例会回例会))))                                                                ････････････････････････    ８８８８月月月月    １８１８１８１８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ソソソングングングング斉唱斉唱斉唱斉唱    「「「「四四四四つのつのつのつのテストテストテストテスト」」」」    （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 会長 

    

皆さん、こんにちは。 

先日、ペッツが終わりました

ので、今日会長として、はじ

めて会長の時間を受け持たせ

て頂きます。宜しくお願いし

ます。 

今年度は、今までにない、本当にイレギュラーな形で出

発しました。 

何だか、今年度に入っているというのに、ずるずると突

入してしまった様な気がしています。形だけではありま

すが、私にとって、今日が気持ちの上で、会長初日と感

じています。 

皆さんにもお知らせいたしましたが、来週は、ガバナー

訪問です。 

そして、補佐も、一緒に来られる事になっています。 

私達フェニックスが、今年度、どうしていくのかを、６

月にしましたアッセンブリで、各委員長の方々が発表し

て頂いた計画の内容を、ガバナー訪問を受けるにあたっ

て、再確認をし、意思統一したいと思っています。 

今年度のＲＩの会長は、ロータリーの基本は、家族にあ

ると言われています。私は今年度、ことある毎に、親睦

親睦と言っていました。勿論、それはＲＩの方針とも、

地区ロータリーとの方針とも、合致しています。今年度

は特に、家族、仕事仲間、ロータリーとの人間関係を大

事にしていくという事を基本にして進めて行きたいと思 

 

 

 

います。 

親睦委員会では、私達、会員や、会員の家族の皆さんに、

季節の折々を感じて頂ける様な、そして、それが、絆を

深めていけるような行事を盛りだくさん計画して頂いて

います。例をあげますと、お花見や、バーベキュー、秋

の遠足、福井フェニックスとの親睦を兼ねたカニツアー

等を計画しています。 

そしてまた、以前あったコスモスの会（女性会員と会員 

家族との食事会）や、ゴルフ同好会等も再開出来たらと

思います。 

また、昨年は、ガバナークラブとしての活動が多かった

こともあって、なかなか出来なかった、友好クラブとの

関係も深めていきたいと思います。 

私は、以前は、タイ・ルンピニロータリークラブとの関

係を見直す時期に来ているのではと考えていましたが、

東北地震のおり、非常に親身になって頂いたこともあっ

て、いま一度親睦の気持ちを新たに考えたいと思ってい

ます。 

 

２つ目に、例会の充実を挙げています。例会を楽しいも

のに、実のあるものにする為に、ＳＡＡが、会員卓話や、

例会充実にむけたプログラムを考えて頂いています。そ

の例会の卓話には、会員卓話を多くいれて頂いています。 

私は、ロータリーの原点は、職業奉仕にあると思ってい

ます。一職業につき、一ロータリアンにしている原点は

何かと考えてみましょう。 
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それぞれの職業についての理解を深め、相互に助け合え

る為に、１職業につき、一人のロータリアンなのだと思

っています。相互の職業について、そして、お互いの事

を理解し合う為にも、会員による卓話を沢山して頂きた

いと思っています。 

 

３つ目ですが、会員増強です。 

大澤ガバナーは今年度、1名の純増を掲げておられます。

現在は、どこも会員増加が難しいと言われています。 

会員増強維持委員会では、増強に向けた取り組みと、退

会防止の取り組みを、今までになかった着眼点で、計画

されています。9 月に計画されています、感謝の会もそ

の一例です。退会された方々をも含めて、会員同士の親

睦を深め、退会防止の一環としたいと思います。この様

な、新しいアイデアは、大切にしていきたいと思ってい

ます。 

 

4つめは人道支援を続けていく事です。 

昨年度、タイとの2ケ年の共同事業としての水プロジェ

クトが、あと一年積み残しとなっている様です。今年度

も、ルンピ二ロータリークラブと協力して、事業を行い

たいと思います。そして、自分たちの取り組みが、本当

に現地で喜んで頂けているかを、ちょうど来年の５月に

タイで行われる国際大会に参加をした際、現地を見に行

けたらと思っています。 

 

５つ目ですが、前年度、初芝立命館高校にインターアク

トクラブを創設しました。先日もこのクラブに子供達が

きてくれ、活動報告をしてもらいました。若い清らかな

気持ちを大切にしながら、伸ばしていけますように、次

世代の委員会とともに、見守って行きたいと思います。 

 

おおまかではありますが、以上のことを、来週のガバナ

ー訪問の時に、フェニックスの取り組みとしてお話しし

たいと思っています。 

 

最後になりますが、前年度、2640地区では、色々な事が

ありました。 

本来、ガバナーになる為には、何年もの準備期間を必要

とします。 

今回、ＲＩから直接任命をうけられたということですが、

準備をする時間もない中で、こんな間近になって、まし

て高齢の大澤さんは、大変な決心がいったと思います。 

まだまだ地区には、今までの事を含めて、色々とおっし

ゃる方々もおられます。 

私は、この時期に、任命をうけられた大澤ガバナーを、

気持ちよくお迎えしたいと思っています。 

そして、今年度のガバナーとしての充実した一年になり

ます様に、そして、私も、このクラブが充実した一年に

なります様に、今までの事を引きずる事無く、前向きに

頑張っていきたいと思います。皆さん、宜しくお願いし

ます。 

 

幹事幹事幹事幹事報告報告報告報告                            田辺 弘樹 幹事 

本日の配布物 

７月度理事会報告書・上半期会費諸経費請求のお願い・ 

８月９月の例会プログラムの確認をお願いします。 

1 猿田慎男氏と交替でガバナー補佐 8 組に宇

う

瀬

せ

 治夫

はるお

 

氏 就任されました。 

就任2011年８月５日 所属：堺北ロータリークラブ  

ガバナー補佐とのクラブ協議会は公式訪問後の９月、補

佐のご都合をお聞きして上で協議会を例会中に行いたい

と考えております。 

2. 8月7日会議のご報告 

決議 提案事項 

 ①地区資金 予算 総額    32,000,000円 

 ②地区資金 人頭賦課金 13,000円/人 

     （前年度繰越金を充当するため 徴収しない） 

 ③地区大会 人頭分担金 10,000円/人 

 ④地区大会開催 4月7日,8日 堺市内 

※①②③④いずれも決定いたしました。 

本年度は地区大会人頭分担金 10,000 円以外の徴収はあ

りません。 

3. 例会休会・変更のご案内 

堺西ＲＣ 

平成23年8月25日（木）の例会 同日18：30～ リー

ガロイヤルホテル堺1F ビアガーデン 

平成23年9月8日（木）の例会 堺北RCとの合同例会

へ変更於：リーガロイヤルホテル堺3F  

堺南ＲＣ 平成23年8月29日（月）の例会 8月30日 

(火)第１回クラブアッセンブリー 



 

 

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

 

    

    

    

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    

『2010-11 年度退会者感謝の集いについて 』 

   河野 強 会員増強維持委員長 

 

8 月 4 日に開かれました理事会で、

承認いただきました案件を報告させ

ていただきます。 

 

前年度（2010-2011 年度）に残念な

がら退会されました会員さんをお招

きし、「感謝の集い」を開催致します。 

日時は9月29日（木曜日）『ライフガーデンさかいホー

ル』に例会場を変更しまして、行ないます。 

 

退会されるまで「堺フェニックスRC」に対して、長年に

わたりご尽力いただいた方々全員に案内を送らせて頂き

ます。 

8月22日（月曜日）に案内状を発送いたしますので、23

日・24日位に出来るだけ沢山の方より連絡を入れていた

だきまして、ぜひともお誘いいただきますように、お願

いいたします。 

諸先輩方より沢山のアドバイスを頂きまして、「会員増

強・維持委員会」で行ないます。企画理由は！ 

① 退会された先輩に感謝の意を表す。 

② 堺フェニックス RC は会員・仲間を大切にしている

クラブである事を確認しあう。 

③ 既存会員の退会防止につなげる。 

④ 退会された方との、ご縁を切らない事により、再入

会の可能性もでる。 

⑤ 退会された会員さんの知人の方など、退会会員さん

からの紹介を見込む。 

 

以上の願いを込め「感謝の集い」を開催させていただき

ます！ 

 

 

 

 

『IAC 職業奉仕体験』 

 中井昭宏 新世代奉仕委員会副委員長 

  

みなさまに、お礼申し上げます。

初芝立命館高校のインターアクタ

ー、その友人の学生達の２０１１

－２０１２年度 夏の職場奉仕体

験学習にご協力頂きありがとうご

ざいました。学生達の勉強の日程

もあり８月１日から６日の期間で、

多くのロータリアンのみなさまが、

多くの職場を紹介して頂き、学生たちが自分の進路も考

え選び体験をしたようです。学生たちを受け入れ見守っ

て下さった方々には感謝します。 

事故なく終了できました。また、学生たちが今回は職場

奉仕体験に行かなかった方々にも、準備書類までお願い

しお手数をおかけしました、感謝しております。 

 さて、私が紹介した介護施設に１人のインターアクタ

ーが学習に来ていました。多くの高齢者の方に出会い、

看護、介護に必要な知識、簡単な技術を学んだようです。 

 最終日に私のところに挨拶に来てくれました。タオル

で顔を覆いながら、施設に入居されている多くの方々か

ら、多くの「ありがとう」のメッセージをもらったよう

です。感動の涙かな 

 今後、このような活動をインターアクターと相談しな

がら行っていきたいと思います。みな 

さま、これからもご無理をお願いすると思います。協力

して下さい。よろしくお願いいたします。 

 

 

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 崇嗣 会員 

 

    

    

    

    

老後の不安にはどういったものがあるでしょうか？ 

医療や介護といったものがよく上げられます。 

 

何が不安ですか？とお聞きしても人によって不安に思う

在籍者   ２９名 出席免除者  1名  

出席者   １６名 欠席者   １２名 

出席率   ６５％ 前々前回 ９６．３％ 



 

 

事は違います。 

 

しかし共通して言えることはお金があればこれらの不安

はある程度なくなるということです。 

 

ではお金について。 

 

今あるお金を大切に使っていくと言う方、まだ老後まで

に時間があるのでこれからしっかり貯めていく方など、

人により状況は違います。 

 

対応も皆様の現在の状況によって変わってきます。 

 

逆に言い換えると、それぞれが自分の現在の家族構成や

経済状況、これから将来をどう過ごしたいのかというこ

とをしっかりと考えなければ、やるべき準備もわかりま

せん。 

 

しっかりと自分自身でこれからのライフプランを考える

と言うことが、まず最初の備えになるのではないでしょ

うか。 

    

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）        

    

来週、ガバナー公式訪問を前に６月にアッセン

ブリで発表していただいた今年度の活動内容を再確認さ

せていただきました。ありがとうございました。 

吉川 美幸 会長 

携帯電話マナーモードにするのを忘れていまし

た。連日の暑さのせいとお許しください。 

石田 得子会員 

今日は例会に遅れて申し訳ございません。本日

の卓話よろしくお願いいたします。   犬伏 幸代会員 

中井崇嗣様「老後の安心の心得」の卓話有難う

御座います。                        片岡 富美子会員 

吉川会長 いよいよスタートですね！１年間よ

ろしくお願いします。会員の皆さん！９月２９日の「感

謝の集い」よろしくお願いいたします。 

河野 強会員 

インアーアクターの職場体験学習にご協力頂き

まことに有難う御座います。中井崇嗣会員、卓話のテー

マ、ご無理いってすみません。よろしくお願いいたしま

す。                                 中井 昭宏会員 

誕生日の素敵なお花をありがとうございました。

妻も大変喜んでおりました。今後も仲良くしていきたい

と思います。                         中井 崇嗣会員 

８月４日例会欠席のお詫び。家内の誕生祝をあ

りがとうございます。                 中野 一郎会員 

昨日娘のお誕生日、お花が届きました。ありが

とうございます。                     田中 範子会員 

吉川会長、田辺幹事、改めてよろしくお願いし

ます。 

三村 文男会員 

家族でハワイ旅行のため例会欠席お詫び申し上

げます。２５日は公式訪問直前ガバナークラブの表敬訪

問です。今年度公式訪問第一回目です。何とぞよろしく

お願いいたします。                 米田 眞理子会員 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

    


