
 

 

第６８３回例会 
通巻６５０号

平成２３年１０月６日 ２０１１～２０１２年度Ｎｏ．１３ 

本日の例会 プログラム（第 683 回例会） 

2011201120112011 年年年年１０１０１０１０月月月月６６６６日日日日((((木木木木))))        第第第第１１１１３３３３回回回回例会例会例会例会        場所    第一第一第一第一ホテルホテルホテルホテル堺堺堺堺    ３３３３階階階階 

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    ロータリソングロータリソングロータリソングロータリ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」」」」     

    各種各種各種各種おおおお祝祝祝祝いいいい   向井利之 親睦委員長 

会員誕生日  山田 真樹 

家族記念日  酒井 千鶴様 河野 広美様 片岡 智恵子様 石田 功一様 犬伏 俊嗣様 

会員記念日  ご結婚 田中 眞琴 三村文男 松本 美和子 中井昭宏 

創業記念日  辻野 美智子 田中 眞琴 上田俊夫 河野 強 

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            米山記念奨学委員会 今野 華委員長   「特別寄付について」 

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

卓卓卓卓                話話話話        「米山記念奨学会について」 米田 眞理子会員    

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 

 

・指名委員会・第４回定例理事役員会・  

ペットボトルキャップ・ベルマーク収集活動にご協力お願いします(新世代奉仕委員会) 

募集日：９月２２日・２９日・１０月６日  ～事務局又は例会場にお持ちください～ 

    

次回の例会予告（第 684 回例会） 

２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年 10101010 月月月月 13131313 日日日日((((木木木木))))    

卓話   『 Rotary 』 

熊取 敬子会員 

次々回の例会予告（第 685 回例会） 

２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年 10101010 月月月月 20202020 日日日日((((木木木木))))    

 秋の親睦家族旅行 

場  所： 料理旅館 玉川楼 

集合時間：１０時 クラブ事務所前 



 

 

例会例会例会例会のののの記録記録記録記録    ((((第第第第６８２６８２６８２６８２回例会回例会回例会回例会))))                                                                ････････････････････････    ９９９９月月月月    ２９２９２９２９日日日日････････････････････････ 

 

 [ [ [ [唱和唱和唱和唱和]]]]    

「Ｒｅａｃｈ「Ｒｅａｃｈ「Ｒｅａｃｈ「Ｒｅａｃｈ        ＷｉｔｈｉｎＷｉｔｈｉｎＷｉｔｈｉｎＷｉｔｈｉｎ    ｔｏｔｏｔｏｔｏ    ＥＥＥＥｍｂｒａｃｅｍｂｒａｃｅｍｂｒａｃｅｍｂｒａｃｅ        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    ロータリーロータリーロータリーロータリーソングソングソングソング斉唱斉唱斉唱斉唱    「「「「我我我我らららら日本日本日本日本ののののロータリアンロータリアンロータリアンロータリアン」」」」        

                     

    

本日本日本日本日のおのおのおのお客様客様客様客様    

堺フラワーRC 林 博明様 

堺フェニックスRC 元会員 

 坂口 義郎様（チャーターメンバー、初代会長） 

森島 賢治様（1997〜２０１０在籍） 

 

ガバナー事務所事務員 細川 志帆様 古田 和恵様  

    

    

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、こんばんは。 

堺フラワーロータリーの林様、元会員の坂口様、森島様、

ガバナー事務所から細川様、古田様、ようこそおいでく

ださいました。 

坂口さん、森島さん、こんばんは。 

お久しぶりです。お元気そうなお顔を拝見したくて、今

日皆、集まりました。 

お二人は、劣等生の私が、会長と知ってとっても驚かれ

た事だろうと思います。 

特に、坂口さんには教育係として、色々ご指導を頂きま

した。 

今年は、フェニックスも１５年周年を迎えます。 

フェニックスロータリー初代会長の坂口さんはじめ、皆

さんで、作り上げてこられたフェニックスロータリーを、

ますます魅力的な、素敵なクラブを目指して行きたいと

思います。 

 

今日の会長の時間ですが、２つの事をお話ししようと思

います。 

１つは、今日のこの会の事です。 

この会の計画は、会員増強、退会防止委員長の企画です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

縁あって、フェニックスの仲間だった方々が、色々の事

情があって、一旦退会されても、事情が許せばまた仲間

として戻ってきて頂きたい。 

そんな気持ちを込めて、会を催したいとの事でした。今

日は、懐かしい顔ぶれで、懐かしい時を過ごして頂き、

楽しんで頂ければ成功だと思います。 

 

２つめは、先週、臨時理事会で決まりました、台風１５

号の被災地の、和歌山の熊野川への支援活動の事です。 

先週の土曜日の朝６時に集合して、サンドイッチの差し

入れをもって来て下さった石田さんを強引に誘って、５

人で行ってまいりました。 

あらかじめ、どんなものが必要なのか、お聞きしていま

した通り、お米と、掃除道具を用意して、新宮ロータリ

ーを目標に出発しました。 

最初の話では、新宮ロータリーまでという事でしたが、

やはり直接お届けしてはと提案頂き、塩路ガバナー補佐

の方の先導で、熊野川に直接持って行きました。 

 

この一言につきます。 

言ってよかった。そう思いました。 

テレビや、インターネットで報道されていた画像は見て

いましたが、実際この目で、洪水の傷跡を見て、お水の

威力にビックリしました。 



 

 

台風の時、ゴーっと言う音と、電気が切れて真っ暗の中、

熊野川の皆さんが、死ぬ思いで震えておられたのだと思

うと、心から気の毒に思いました。 

それと共に、私達大阪が、無事だったことを、感謝しま

した。 

同じ、２６４０地区の中で、こんなに被害をうけられた

地域があるとは、実際見てみないとわからない事でした。 

今回、熊野川下流の、水没をしてしまったところに支援

をさせて頂きましたが、機会があれば、他の支援活動に

も、目を向けなければいけないと思っています。今回、

フェニックスロータリークラブとして、必要なものを、

必要な時に、タイムリーに支援できて本当に良かったと

思います。 

とりあえず、報告致します。    

    

    

    

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

    

    

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

 

◎2011年10月のロータリーレートは, １ドル＝78円。 

本日の配布物 

９月度臨時理事会報告書・秋の家族親睦会ご案内 

 

近隣クラブ例会変更 

堺フラワーロータリークラブ 

平成23年10月15日(土)の例会は 10月15日(金)に 

堺フラワーＲＣ 1周年記念 

第 3720 地区韓国馬山昌原広場 chnan weon kwanging RC

歓迎・泉州KUMATORI RCとの合同移動例会へ変更。 

場所：ベストウェスタンホテル関西エアポート 

〒598-0021大阪府泉佐野市日根野4066 

時間：19：00～ 

 

 

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    

親睦委員長  向井利之  

「親睦家族旅行について」  

篠山の料理旅館・・・・玉川楼で、囲炉裏などの懐かしい道具

と景観に囲まれてお酒を飲みながら丹波牛すき焼きと松

茸づくしを味わい、ゆっくり最高の気分で寛ぎましょう。 

ご家族様も是非御誘いください 

日にち １０月２０日（木） 

場 所  料理旅館 玉川楼 

兵庫県篠山市呉服町32番地 

集 合 １０時クラブ事務所前 

会 費  3,000円 

 

 

 

 

 

 

新世代奉仕副委員長 中井 昭宏 

 「インターアクトクラブの支援について」 

初芝立命館高校インターアクトクラブの活動としてペッ

トボトルキャップを集めています。次回、例会にお持ち

下さい。 

また１０月１２日１５：３０から８月に行いました職場

奉仕体験の報告会がございます。出席のほどよろしくお

願いいたします。 

 

 

会員増強委員長 河野 強  

 

 「感謝の集い趣旨説明」 

前年度に残念ながら退会されました会員さんをお招きし、

「会員感謝の集い」を開催致します。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した。 

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！ 

在籍者     ２９名 出席者   １７名 

出席計算会員  ２４名 欠席者    ７名 

出席免除者    ５名 免除出席者   ４名 

先々週修正出席率８２．１％ 出席率  ７２．４％ 



 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Ｒ感謝の集いの開催を祝して 

直前ガバナー 米田眞理子 

 

 坂口様 森島様、ようこそ堺フェニックス

RCの「感謝の集い」にお越しいただきました。 

 今日の例会にご出席いただいた、坂口様は堺

フェニックス RC の創立時の会長様です。坂口

様がおられなければ我クラブは誕生していな

かったことでしょう。当時私たちチャーターメ

ンバーは（小野 上田 片木 岡田 田中真 

京谷 石田 米田）現ガバナー事務所にあるロ

グハウスで連日、創立総会・チャーターナイト

の準備に励んでおりました。坂口様の本日スピ

ーチは「会長の時間」「例会卓話」のお手本と

なるロータリーの源流のお話であり、聞かせて

いただきありがたく、たいへん勉強になりまし

た。まだまだもっと聞かせていただきたい心境

であります。次回の機会を楽しみにしておりま

す。 

 また森島様にはご家庭にご事情がおありで

したのに、私の会長年度からガバナーを終える

まで会員身分を保持していただき感謝してお

ります。 

 お二人とも、まだまだ現役で素晴らしいご活

躍を聞かせていただける事と存じます。ご復帰

を心よりお待ちしております。更なるご活躍を

心よりご祈念申し上げております。    

 



 

 

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）        

    

    

本日も楽しく為になる時間を頂戴致しまして本

当に有難うございます。今後ともよろしくお願い致しま

す。 

堺フラワーロータリークラブ 林 博明様 

本日はお招きいただきありがとうございます。未

だ退会している感覚がありません。今後ともよろしくお

願い致します。 

堺フェニックスRC元会員 坂口 義郎様 

ご招待有難うございます。生涯現役のつもりで毎

日北浜のオフィスまで通っています。帰りは原則として

難波まで歩いています。もちろん、北新地へ行くことも

…。    堺フェニックスRC元会員 森島 賢治様 

坂口元会員様、森島元会員様、本日はありがとう

ございます。再会できて嬉しいです。本日はガバナー事

務所事務員２人もお招きいただきありがとうございます。

コスモスの会検討会では吉川会長にお世話になり、感謝

しております。     直前ガバナー米田 眞理子会員 

堺フラワーRC 林様はじめ、細川様古田様、よう

こそおいでくださいました。坂口さん森島さんお久しぶ

りです。教育係の坂口さん、私の会長としての頑張る姿

を見に時々でもおいでください。   吉川 美幸 会長 

今日は本当に素晴らしい例会を企画してくださ

いまして有難うございます。坂口様、森島様、ようこそ

おいで下さいました。これからも時々お顔を見せて下さ

るとそんな嬉しい事はありません。又、林様、細川様、

古田様どうぞおたのしみ下さい。    石田 得子会員 

坂口様、森島様、お久しぶりに元気なお姿を拝見

し、安心しました。         上田 俊夫会員 

 

 

本日は楽しい一時をありがとうございました。 

酒井 誠会員 

本日は坂口様、森島様、堺フラワーRC 林様ガバ

ナー事務員の細川様古田様ようこそ堺フェニックスへ。

和歌山県災害救援お疲れ様でした。有難うございます。 

中井昭宏会員 

本日は遅れてしまい申し訳ございません。感謝の

集いという大切な日に遅れて残念です。今後ともよろし

くお願い致します。          中井崇嗣会員 

坂口様、森島様、本日はお元気なお姿を見せてい

ただき大変嬉しく思います。久しぶりの例会をお楽しみ

下さい。               田中 範子会員    

    

 

 Ｒ感謝の集いの開催に当たって 

直前会長 片木 修 

坂口様，森島様 本日はようこそお越しく

ださいました。 

ひさびさに懐かしいお顔を拝見できて、本当に

嬉しく感謝いたしております。そして、坂口様

の本日のご挨拶から、私どものクラブの初代会

長としてご活躍の頃のことが懐かしく思い出

されるとともに、今もロータリークラブに対す

る熱い思いを持ち続けておられることが伺わ

れ、感心いたしました。 

また、森島様は、益々お元気でお仕事のほか

にも、幅広くご活躍のご様子であり、是非とも

私どものクラブに復帰されることを願ってお

ります。 

 本日は、昨年退会された方だけにこのご案内

を差し上げたようですが、今までに退会された

方々すべてにご案内できるような機会があれ

ば、また一層の盛り上がりを見るのではないか

と強く感じた次第です。 

 現在、私どものクラブは米田パストガバナ

ー、犬伏、今野パスト会長、吉川会長、石田会

長エレクト、と女性陣の活躍に負うところが大

でありますが、男性陣も坂口様森島様の後を埋

めて増強すると共に更に研鑽してこれに負け

ないように頑張っていただきたいと念願して

おります。 


