
 

 

第６７８回例会 
通巻６４５号

平成２３年９月 1 日 ２０１１～２０１２年度Ｎｏ．８ 

本日の例会 プログラム（第 678 回例会） 

2011201120112011 年年年年９９９９月月月月１１１１日日日日((((木木木木))))    2011201120112011----12121212 年年年年度度度度    第第第第８８８８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」」」」（ソングリーダー京谷 知明親睦副委員長）    

各種各種各種各種おおおお祝祝祝祝いいいい        （担当 向井利之親睦委員長）    

会員誕生日（岡田正一・京谷 知明・石田 得子・中井昭宏・上田俊夫）  

家族誕生日（辻野 清三郎様・吉川 建夫様） 

会員記念日（辻野 美智子（結婚）・中井崇嗣（結婚）） 

創業記念日(片木 修)             

                    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 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    広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    「ロータリー友 9 月号」    （担当 上田俊夫委員長）    

                                                        選考選考選考選考････職業分類委員会職業分類委員会職業分類委員会職業分類委員会「クラブ職業分類表作成について」（担当 京谷 知明）    

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                        「Ｒｏｔａｒｙ Ｆａｍｉｌｙ」京谷 知明    

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                    吉川美幸会長                        

    

・・・・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・・・・    

次回の例会予告（第 678 回例会） 

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

 

ガバナー補佐宇瀬 治夫様をお迎えして 

クラブアッセンブリークラブアッセンブリークラブアッセンブリークラブアッセンブリー    

次々回の例会予告（第 679 回例会） 

２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年 9999 月月月月 15151515 日日日日((((木木木木))))    

 

内部卓話 

直前直前直前直前ガバナーガバナーガバナーガバナー    米田米田米田米田    眞理子眞理子眞理子眞理子    会員会員会員会員    

｢ガバナーを終えて」    



 

 

例会例会例会例会のののの記録記録記録記録    ((((第第第第６７６７６７６７７７７７回例会回例会回例会回例会))))                                                                ････････････････････････    ８８８８月月月月    ２５２５２５２５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 向井 利之親睦委員長）

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

① お客様の紹介  大澤 德平ガバナー 宇瀬 治夫ガバナー補佐     松生 満地区代表幹事 

② ガバナーバッチ引き継ぎ      米田 眞理子直前ガバナーから大澤 德平ガバナーへ 

③ クラブ会長・幹事バッチ引き継ぎ 

片木 修 直前会長から吉川 美幸 会長へ   京谷 知明 前幹事から田辺 弘樹 幹事へ 

④ ポールハリスフェロー賞授与       大澤 德平ガバナーから中井 昭宏会員へ 

⑤ 大澤 德平ガバナーへ堺フェニックスＲＣより記念品贈呈（石田 得子会長エレクト） 

⑥ 米田 眞理子直前ガバナーへ大澤 德平ガバナーより花束を頂きました。 

⑦ 小野 晃範前地区代表幹事へ松生 満地区代表幹事より花束を頂きました。 

⑧ 「手に手つないで」 

⑨ 大澤 德平ガバナーと記念撮影 

2011201120112011----12121212 年度年度年度年度    第第第第7777 回回回回例会例会例会例会    ガバナーガバナーガバナーガバナー公式訪問公式訪問公式訪問公式訪問    

① ② 
③ ④ 

⑤ ⑥ 
⑦ 

⑨ 

⑧ 

ガバナー、クラブ会長幹事懇談会 



 

 

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。 

今日は、ガバナー訪問という事で、大澤ガバナーをはじ

め、宇瀬ガバナー補佐、松生地区幹事様においで頂いて

います。 

皆様、本当にようこそフェニックスロータリーにおいで

下さいました。大歓迎申し上げます。 

そして、早くからお迎えをして下さった会員の皆さん、

有難うございました。 

先程、ガバナーの方々に、会長、幹事会をして頂き、大

澤ガバナーからは、改めて地区の方針をお聞きいたしま

した。皆さんにも、後程、直接お話し頂く事になってい

ますので、お楽しみにして下さい。                                                

 

私達フェニックスの今年度の計画は、事前に送らせて頂

いた資料において、ご覧いただいており、先程の会長・

幹事会で、大変うれしいお褒めのお言葉を頂きました。

先週、皆さんにお話ししました、５つの計画の事ですが、

自信を持って進めて行きたいと思います。 

 

私自身が、ガバナーをお迎えする事にかんして、知識不

足で、満足いただけるとは到底思っておりませんが、フ

ェニックスロータリーの今年度の取り組みと、温かい歓

迎ぶりを感じて頂けたら、それで成功ではないかと思っ

ています。 

 

特に今週は、バタバタしておりまして、会長の時間の話

を準備することも出来ずおりましたが、今日は、とって

も、嬉しかった話をしたいと思います。 

 

昨日、事務局から連絡がありまして、お迎えするのにあ

たって、歓迎の気持ちを込めて、歓迎の横断幕を作った

ので見て欲しいとの連絡をもらいました。会員の人と一

緒に、何度もやり直しをして下さり、作って下さったそ

うです。 

それと今日の、お迎えする側のリボンと、ガバナーの方々

につけて頂くリボンを、ああでもない、こうでもないと

皆で、歓迎の気持ちをいかに表わしたらいいのかを、知

恵を出し合って仕上げたそうです。 

私が言うのもなんですが、とっても、心がこもっていま

す。きっと、大澤ガバナーの皆さんも喜んで下さり、歓

迎ぶりをわかって頂けるのではと思っています。それに

内緒ですが、大澤ガバナーには、プレゼントがもう一つ

あるそうです。 

私が、すごく嬉しかったのは、私の知らない所で、準備

が粛々と進められていたことでした。お気楽かもしれま

せんが、準備を整えて、私をびっくり喜ばせようと、秘

密にして進めてくれたのではないかと勝手に思って嬉し

くなっています。単純ですが、会長っていいものだと思

いました。ほんと単純ですよね。 

大澤ガバナーにも、私達、フェニックスの会員からの歓

迎を、心から喜んで頂ければと思います。そしてまた、

明日から、ガバナーとしてのお仕事を

お身体に気を付けて頑張って頂きたい

と思います。 

これで、会長の時間とさせて頂きます。 

    

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

1. 2011年９月のロータリーレートは, １１１１ドルドルドルドル＝＝＝＝78787878円円円円。 

2. 本日お配りしました冊子は、堺プロバスクラブ創立

１５周年を際して会員の戦前生まれの方が戦争体験

を執筆し、出版されました。終戦６６年を８月１５

日に迎えましたが、歴史を風化させない為に皆様も

お読みください。 

    

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    

 中井昭宏 新世代奉仕委員会副委員長 

  

第２６４０地区ロータアクトクラブのクラブリーダシ

ップフォーラムに参加してまいりましたので報告したい

と思います。 

ローターアクトは、18歳から30歳までの青年男女の

ための、ロータリーが提唱する奉仕クラブです。ロータ

ーアクト・クラブは通常、地域社会または大学を基盤と

しており、地元のロータリー・クラブが提唱しています。

在籍者   ２９名 出席免除者  ４名  

出席者   １９名 欠席者    ６名 

出席率  ７９．３％ 前々前回 ９６．６％ 



 

 

ローターアクト・クラブは、提唱ロータリー・クラブの

真の「奉仕のパートナー」であり、ロータリーファミリ

ーの重要な一員です。 

ローターアクトのすべての活動は、地元の草の根レベ

ルから始まります。ローターアクター（ローターアクト・

クラブの会員）は、地域社会の物理的・社会的ニーズに

取り組みながら、友情と奉仕を通じて国際理解と平和を

推進していきます。  

ローターアクターは、インターアクト・クラブ   とと

もに奉仕プロジェクトで活動したり、インターアクター

の指導をすることもできます。  

当クラブは初芝立命館高校インターアクトクラブを提

唱しています。その学生さん達が、その後ロータアクト

につながるのか、どうするべきなのか、考えてみたいと

思いロータアクトの行事に参加しました。 

 

ターゲット     DON´T WORRY ONLY THINK 

                  ＆ 

               JUST DO IT 

 

各クラブの活動報告があり、地区には約４０名のロータ

ーアクターがいてます。クラブ数は８クラブあります。

どのクラブも地域に密着した活動をしているようです。

昼からのプログラムでローターアクターの方々とミーテ

ィングができました。 

テーマは会員増強で話し合いが進みました。結果、ロー

タアクトクラブを宣伝する紙媒体がないこと、インター

ネット上で活動報告をして知ってもらうことがあげられ

ました。また例会運営は、いかに魅力ある楽しい例会が

できるか、自分が楽しいから友人を呼べる。 

活動内容に関しては慣習になっている。ではなく考えて

ロータリアンともっと相談し進めるなど多くの意見が交

わされ、大変有意義な時間を過ごしました。 

 

ローターアクトの行事 

平成２４年１月１５日  地区連絡協議会 ホスト岸和

田RAC・泉大津RAC 

平成２４年４月２９日  新旧エレクト研修会 ホスト

富田林RAC 

平成２４年６月１０日  ロータアクト地区大会 

他地区との合同行事 

平成２３年１２月１１日 ４地区連絡協議会 ホスト２

６８０地区 姫路RAC 

平成２４年１月２９日  ２６４０・２６６０交流会 

ホスト２６６０地区 

平成２４年３月１０～１１日 全国研修会 ホスト２５

６０地区 

その他の地区行事 

平成２３年１０月２日  インターアクト国際交流親睦

会 ホスト精華高校・堺女子高校 

平成２４年４月７～８日 国際ロータリー第２６４０地

区大会 

未定ですが、新世代交流 ライラセミナー 

 

初芝立命館高校インターアクトクラブの行事について 

８月に行いました職場体験学習の体験報告会を１０月１

２日、１５：００より初芝立命館高校で開催する予定で

す。 

 

 

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  河野 強 副SAA）        

大澤ガバナー様、宇瀬ガバナー補佐様、松生地

区代表幹事様、今日はありがとうございました。会長幹

事会では良いお話を２つもお聞きし、勉強になりました。

今年度、皆で力を合わせて仲良く頑張ります。 

吉川 美幸 会長 

大澤ガバナー様、宇瀬ガバナー補佐様、松生地

区代表幹事様、本日はようこそ堺フェニックスへ。今年

度地区やＩＭ８組をよろしくお願いします。私も頑張り

ます。               田辺 弘樹 幹事 

大澤ガバナー様、宇瀬ガバナー補佐様、松生地

区代表幹事様、本日はお暑い中ようこそおいでください

ました。よろしくご指導下さいませ。 

石田 得子会員 

大澤德平ガバナー様、本日はガバナー公式訪問、

本当にご苦労様です。ならびに宇瀬ガバナー補佐、松生

代表幹事も本日はご苦労様です。よろしくお願いいたし

ます。               犬伏 幸代会員 

大澤ガバナーようこそ公式訪問にお越しいただ

き有難うございます。よろしくご指導お願い致します。 

今野 華会員 

大澤ガバナーようこそ堺フェニックスへ。御指



 

 

導宜しくお願いします。長い公式訪問が始まります。く

れぐれも健康にご留意下さい。    上田 俊夫会員 

大澤ガバナー様、宇瀬ガバナー補佐様、松生地

区代表幹事様、公式訪問ご苦労様です。よろしくお願い

致します。             岡田 正一会員 

大澤ガバナー様、宇瀬ガバナー補佐様、松生地

区代表幹事様をお迎えして新しい年度が始まりました。

この上ない喜びです。各位のご活躍をお祈りし、ご指導

どうかよろしくお願い致します。   小野 晃範会員 

大澤德平ガバナーようこそ堺フェニックスへお

越しいただき有難うございます。ごゆっくりおくつろぎ

下さい。              片岡 富美子会員 

大澤ガバナー様本日はようこそお越しください

ました。宇瀬ガバナー補佐様、松生地区代表幹事様、よ

うこそ。1 年間ご苦労様ですが、よろしくお願い致しま

す。                  片木 修会員 

今期ガバナー大澤德平様、1 年間お世話をお掛

け致します。何卒お体をご存分においとい下さいまして

無事御大任をお果たし下さいますよう、よろしくお願い

申し上げます。            熊取 敬子会員 

大澤ガバナー様ようこそお越しくださいました。

よろしくお願い致します。さて、先週は親友宅が火災で

全焼し、毎日応援に駆けつける日々で大変でした。小林 

雄志会員他、ご協力を頂きました皆様に心から御礼申し

上げます。有難う御座いました。    京谷 知明会員 

大澤ガバナー様、宇瀬ガバナー補佐様、松生地

区代表幹事様、ようこそいらっしゃいました。本年１年

間よろしくお願いします。        河野 強会員 

大澤德平ガバナーようこそ堺フェニックスへ。

歓迎！ガバナー公式訪問。健康に気をつけて1年頑張っ

て下さい。堺フェニックスは大澤ガバナーを全面的にバ

ックアップします。          田中 眞琴会員 

大澤ガバナー様、宇瀬ガバナー補佐様、松生地

区代表幹事様、本日は公式訪問ご苦労様です。いろいろ

ご指導よろしくお願い致します。    田中 範子会員 

大澤ガバナー様、本日はお暑い中をようこそ堺

フェニックスへお越しいただき眞に有難う御座います。

どうぞよろしくお願い致します。   辻野 美智子会員 

ガバナー公式訪問ありがとうございます。お疲

れ出ませんように。          中井昭宏会員 

大澤ガバナー様、宇瀬ガバナー補佐様、松生地

区代表幹事様、本日よろしくご指導お願いします。 

中野 一郎会員 

大澤ガバナー様、宇瀬ガバナー補佐様、松生地

区代表幹事様、本日はようこそおいでくださいました。 

細川 浩二会員 

大澤ガバナー様、宇瀬ガバナー補佐様、松生地

区代表幹事様、本日はようこそお越しくださいました。

よろしくお願い致します。      松本 美和子会員 

大澤ガバナー様、宇瀬ガバナー補佐様、松生地

区代表幹事様、今日に公式訪問ありがとうございます。 

三村文男会員 

大澤ガバナー様、宇瀬ガバナー補佐様、松生地

区代表幹事様、本日は第1回目の公式訪問ご苦労様です。

これからが長い訪問ですが、お体にはお気をつけてくだ

さい。                向井 利之会員 

大澤ガバナー様、公式訪問ありがとうございま

す。今日からスタートし、12月まで健康に留意されて各

クラブ訪問を無事終えられますことを心より願っており

ます。楽しい訪問になることは必至です。宇瀬ガバナー

補佐様、松生代表幹事様、ご苦労様です。 

直前ガバナー 米田 眞理子会員 

 



 

 

堺フェニックスＲＣのみなさま  今晩は 

             （公式訪問 第一号）ガバナー  大澤 徳平 

 

今年の猛暑もようやく勢いが衰えたように覚えます昨今ですが、クラブの活

性化のために自らの持てる知恵を振り絞りながら日々ロータリーのために時間

を捧げておられる姿に先ずは感謝御礼を申し上げます。 

昨年度は大変な一年だったでしょう。直前Ｇさまをよくお守りくださいまし

た。本当にありがとうございます。皆様一人一人が舵を握る直前Ｇを支えていただいたおかげで堺港か

ら出港した「ジャンヌ・ダルク第８８丸」が紀州沖での大嵐にも耐え無事堺港に着岸されたことは第２

６４０地区を割らずに守っていただいたのです。本当にありがとうございます。 

  

さて 自己紹介を兼ねて私とロータリーの運命的な出会いからお話しをいたします。私は堺のど真ん

中「堺区大町東３丁」で生まれて７８年育ちました。ロータリーの職業分類は「能楽堂」です。古くか

らの造り酒屋でその樽干し場にちっちゃなビルを建てたときにその中庭に本格的な能舞台を建てまし

た。勿論総ヒノキ造りで檜皮葺です。ここにお見えになった堺の旦那様にお声をかけられ「４０歳にな

ったんやあ、ぼちぼち社会に返さなあかんで、ロータリーに入り」とご推薦された年が「今こそ行動の

時」ウイリアム・カーター会長のテーマでした。７年後にクラブ幹事を仰せつかったときは「時間を捧

げよう 奉仕の為に」がテーマでした。幹事をご経験なさった方は身を以て思い出されるでしょうが週

に２～３度事務所に顔をだし書類に目を通し、会長に見ていただくもを整理したり、次の例会の準備と

ずいぶん時間を捧げなければなりませんでした。 

入会１０年目に地区副代表幹事を仰せつかったときは「見つけよう 奉仕の新生面」でした。ロータ

リーもまぁこんなものか少々惰性気味だったのが、新しい奉仕を見つける手立てを考え、何かを求めて

走りまくりました。 

入会１５年目クラブの会長を仰せつかったときのテーマは「ロータリーに活力を あなたの活力を」

オーストリアのロイス・アビー会長さんでした。堺クラブで初めての昭和生まれの会長の誕生です。そ



 

 

の若さで「クラブの活性化を図れ」です。 

そして２０年目ガバナーという超大役を私は丁度６０歳還暦の歳でした。「まことの幸福は人助けから」

のテーマです。私の節々の時のテーマが全て私のために作られたようなぴったりのテーマだったことが

私とロータリーとの運命的な出会いであります。だから私はロータリーが好きになったのです。 

さて本年度のカルヤン・バネルジー会長のＲＩテーマ「こころの中を見つめよう 博愛を広げるため

に」は正に我が身に、そして我が地区の皆様へのメッセージだと受け止めております。平和を取り戻す

ためには「まず自分自身から見つめ直すことから始めなさい」と言われています。見つめ直すことによ

り周りが見えてきます。もともと何があってここまで醜い悲しい争いになったのか、ロータリーの世界

では考えられない世界にしたのはなんなのかと私自身で自分を見つめ直しました。事の発端は諮問委員

会（指名委員会）にありました。私もその委員ですから責任があります。今まで長きに亘ってＧＮ選出

方法で（２４か月以上３６か月以内）ルール違反をなあなあ（関西弁）で片づけておったものが、今回

は絶対ダメだという方と、いや決まったことだからこれで良しという方とに別れたことです。ＰＤＧの

見解の相違が地区会員の皆様に多大のご迷惑をかける結果になりすまん思いでいっぱいです。しかしご

本人の決断でＧＮを辞退されたのですから解決したのであります。後ろを見つめても何も変わりません。

やめましょう。もう済んだことですから前を向いて平和を取り戻すことを考えましょう。そして再びこ

のようなことが絶対に起こらないようにしましょう。だから私の今年度地区運営方針を先ずは修復と再

生としたのであります。 

 修復と再生は、すべてにおいて手続要覧・ロータリー章典に照らして何事も決めていくことから始め

ました。クラブもルールをもう一度見直してください。 

だから私は、我が地区で１番の情報通・手続要覧通の松生満君に代表幹事をお願いいたしました。一度

電話で問い合わせてください。間髪を入れずにそれは手続要覧の何ページの何行目に解説されています

からご覧ください。とご返事が返ってまいります。それともう一つ、ガバナー選出の際素晴らしい人物

が本人がＯＫしてもクラブから「うちは弱小クラブだから出せない」のセリフでこれまでいくつも消え

ました。これではいつまでも素晴らしいお人は出ません。現在２０名以下のクラブが２６クラブ在りま

す。３０名以下ですと４８クラブです。確かに代表幹事を含めて２０名の地区幹事は出せません。所属



 

 

クラブだけでなく近隣クラブからも出ていただき連合体で地区運営をする。そのモデルケースを作って

みようと考えました。 

イエローカードやレッドカードの意味も分からずでは楽しさも半減いたします。この機にそれぞれの

クラブも会員もルールを手続き要覧とロータリー章典で再確認しあい楽しいロータリーライフを送り

たいものです。 

 

ここで本年度カルヤン・バネルジーＲＩ会長のＲＩテーマと「家族・継続・変化」の３つの強調事項

をパワーポイントで見ていきましょう。 

 

 

 最後に８月は会員増強および拡大月間です。質か量かの問題がよく話題になりますがこのところ量ば

かりが先行しています。各クラブでの会員減少がまだ続いているからです。本年度は約１００名減での

スタートとなりました。地区内のごたごたが素晴らしいロータリアンを失望させたのでしょう。残念で

なりません。 

私は質も忘れないでくださいと声を大にして言います。ご自分のクラブに推薦するときは誰しも質を落

とす恐れなどない人を選びます。だから入会後のインフォメーションがなされてないからダメになるの

です。１００％出席を言ってください。年度の各半期間においてメークアップを含む例会出席率が５

０％に達していなければ会員身分が自動的に終結になるのです。また本クラブの例会総数のうち少なく

とも３０％出席していなければ終結。また連続欠席が連続４回正当な理由がない者は終結にもなりかね

ない。入会された方にもっと出席を最低９０％は維持してもらってください。例会に出席しておればロ

ータリーがわかってまいります。皆様 ロータリーをもっと知って下さい。ロータリーの心を愛して下

さい。ロータリーを楽しんで下さい。ロータリーでもってご自分の充実を図り味わって下さい。時間が

まいりました。 

 

 ご清聴ありがとうございました。 


