
 

 

１１月度お祝い 

創業記念日 米田 眞理子 

１２月度お祝い 

会員記念日 

片木 修 上田 俊夫 酒井 誠 

創業記念日 片岡 嵩 

第６９１回例会 
通巻６６１号
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本日の例会 プログラム（第 691 回例会） 

2011 年１２月８日(木)  第２１回例会 

場所    第一ホテル堺 ３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 

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」 

ロータリーロータリーロータリーロータリーのののの綱領綱領綱領綱領    

おおおお客様紹介客様紹介客様紹介客様紹介                            （担当 向井利之 親睦委員長） 

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        

    親睦委員会 「クリスマス例会について」 

  会員増強維持委員会「会員増強日の参加者について」 

  奉仕プロジェクト委員会「世界大会への参加について」 

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                            今野 華  

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 

    

次回の例会予告 （第 692 回例会） 

２０１１年 12 月 17 日(土)１８時〜 

   Ｘｍａｓ親睦家族例会 

    場所：ガーデングリル森 

次々回の例会予告（第 693 回例会） 

２０１１年 12 月 22 日(木)１８時３０分〜

   上半期報告会 

場所：フェリーチェ三国ヶ丘 吉川病院  

本日の例会卓話 

『介護保険のあれこれ』

 今野 華 会員 

 



 

 

例会例会例会例会のののの記録記録記録記録    ((((第第第第６９０６９０６９０６９０回例会回例会回例会回例会))))                                                                ････････････････････････    １１１１２２２２月月月月    １１１１日日日日････････････････････････ 

 

 [ [ [ [唱和唱和唱和唱和]]]]    
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国歌斉唱国歌斉唱国歌斉唱国歌斉唱        ロータリーソングロータリーソングロータリーソングロータリー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」」」」        

    

    

    

    

    

    

    

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。 

いよいよ１２月に入りましたが、温暖

化の影響か温かい毎日です。早いもの

で、暦もあと１枚ですね。 

今日は年次総会です。本日の年次総会

では次々年度の会長はじめ、次年度の

理事会メンバー等の候補の方を、発表

させて頂く事になっています。 

昨年、急きょではありましたが、会長エレクトに指名頂

いてから、早くも、１年たったのですね。あっという間

でした。今日の年次総会、皆様、宜しくお願い致します。 

先日、石田さんもすごくひどい風邪をひかれていまし

た。インフルエンザだったかどうかはお聞きしていませ

んが、田辺さんからも、インフルエンザの予防接種のこ

とについてきかれていましたので、今日は少しインフル

エンザについて、豆知識をお話しするのがタイムリーか

なと思います。 

皆さん、インフルエンザって知らない方はないと思いま

すが、普通の風邪と一緒にしていたら大変なことになり

ます。普通の風邪は、たいていの人は自然に回復します

が、インフルエンザは、高齢者や、ご病気をおもちの方、

子供等が感染すると入院が必要になったり、最悪の場合

は肺炎を併発して、死に至ることがあります。 

次々と移っていきますので、殆どは学校とか幼稚園など、 

集団生活をしているような１５歳位までの人がかかりま 

    

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

    

 

 

 

 

 

す。でも実は、亡くなられるのは、６５歳以上の方が、

圧倒的です。インフルエンザは、ご存じの様に、何年か

に一度、大流行しています。 

最近でいえば、２年前、ブタ由来のインフルエンザが大

流行しましたね。 

どこも、かしこもマスクをしている人だらけでした。 

今シーズンのインフルエンザワクチンは、その時のブタ

由来の型、香港型、Ｂ型の３種類を予想して作られてい

ます。 

インフルエンザと言えば、一番に、まずワクチン！に関

心がおありかと思います。インフルエンザのワクチンは、

予防接種をしてから免疫がつくまで、２週間かかります

し、効果は、５ヶ月程度と考えられています。 

インフルエンザが流行するのは、１２月から春先までが

多いですので、流行期間を考えると、１１月中に接種す

るのが、一番いいと考えられています。 

先日、ポリオワクチンの時に、生ワクチンと生でない不

活化ワクチンのお話しをしたと思いますが、インフルエ

ンザワクチンは、不活化ワクチンの方です。時々、イン

フルエンザの予防接種をしたら、本当にインフルエンザ

にかかってしまった、と言われる方がおられるので、何

人かの先生に、本当はどうなのかと聞いてみました。 

インフルエンザワクチンは生ではありませんので、本当

にかかってしまうことは無いそうですので、心配いらな

いそうです。でも、もし、インフルエンザにかかってし

まったら、症状がでてから、必ず、２日以内にお薬をも

在籍者      ２９名 出席者    １９名 

出席計算会員   ２４名 欠席者     ５名 

出席免除者     ５名 免除出席者    ４名 

先々週修正出席率  ７９．３％ 出席率    ７９．３ ％ 

小野会員ご令息貴由様 

ご成婚おめでとうござ

います!! 

永久の幸をお祈り致し

ます 

堺フェニックスＲＣより 



 

 

らって飲んで下さいね。今年は、４種類のお薬が開発さ

れています。聞いて、ビックリですが、インフルエンザ

ウイルスを培養してみると、乾燥した培養液の中で、温

度を低くしたら、驚異的に増えるんです。 

皆さんがイメージされておられるのとは、反対です。 

例えば、食中毒の菌などは、じめじめした湿気と、なま

温かい所で、増殖しますので、インフルエンザとは、正

反対です。皆さん、室内では、適度な湿度を保って、出

かけるときは、暖かく！そして、帰ってきたら、手洗い、

うがいで完璧です！！。 

皆で、この冬、元気に乗り越えましょう！！。    

  

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告                        副会長  田中 眞琴    

先日、タイを訪問致しました。洪水も

バンコック市内も収束に向かっていま

した。ルンピニRCの例会出席で、メイ

キャップしました。 

来年の五月の国際大会についての意見

交換を行いました。 

堺フェニックスＲＣとしては、クラブ

１５周年を記念して、出来るだけ大勢のメンバーでの国

際大会出席を成し遂げたい意向を伝えました。 

添付写真の通り、ホアヒンの学校（ミャンマーの国境付

近）を訪問し、現状確認を行いました。 

今年６月のＷＣＳ（水問題）の完成現場を確認しました。 

今まで、水のない場所での学校で、各自、家から水を持

参。トイレを流す水は無しという不衛生の状況から、Ｒ

Ｃの水プロジェクトにより、井戸水の設置、給水タンク

の設置、浄水器の設置などで、非常に環境は、良くなっ

ていました。今回は、識字率向上をテーマに１５周年記

念事業としての図書館設立、ＷＣＳとして図書の寄付を

行うことを伝えました。識字率向上に大いに役立つこと

と思います。メンバーの皆さんの出席で、国際大会を盛

り上げましょう！ 

 

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告            社会奉仕委員長  三村 文男    

IM８組紀南地区台風災害支援活動の第

２弾が、１２月３，４日１泊２日に和

歌山県 御坊市日高町・那智勝浦・新

宮へマイクロバスにて向かいます。支

援物資のお餅と湯たんぽは直接現地に

送ります。当クラブも災害支援会議に

は会長、幹事が出席し、例会にて支援

活動の参加者を集いましたが、残念な

がら今回は不参加となりました。当クラブは先行して被

災地区のクラブから情報を得て必要な物資をお届けして

おり、第１弾は参加いただきましたので、会員皆様には

その方達から詳しく情報を聞いておられる事でしょう。 

ただ単にお金を拠出するのではなく、この様な支援活動

で私達が被災地と向き合い本当に必要な事を支援してい

くのが大切であると思います。私自身も東日本、紀南地

区、タイ王国、被災地域に向かいました。破滅状態の街

を見て長期にわたって復興の為に皆で知恵を出し合い、

支援をしていかねば成らないと思っております。 

 

        新世代奉仕副委員長  中井 昭宏    

初芝立命館高等学校ＩＡＣ例会出席のご協力有り難うご

ざいます。中学校との合同例会で、会員数１１名で下記

の日程で１７時３０分～行なわれています。例会終了後

の懇親会では皆さんが幼少の頃食べられた菓子などお持

ち頂き、交流をお計らい下さい。 

１２月１３日 １月２４・３１日 ２月７・１４・２１日  

３月１３日 

 

会員増強維持委員長  河野 強    

来るクリスマス家族例会は、クラブ会員増強強化日にな

っております。お客様の会費分は会員増強維持委員会か

らと致します。この機会にお知り合いの方やロータリー

に少しでも興味をお持ちの方に是非お声がけをして下さ

い。当クラブを知って頂けるとてもいい機会に成ると思

います。 

 

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

12 月 17 日クラブ情報規定委員長会議延期です。延期後

の日程等は、後日お知らせいたします。 

2011～12年度第31回地区ＲＹＬＡ研修セミナー  

平成２４年２月4日（土）・５日（日）1泊2日AM 9：30

より大阪府羽衣青少年センター（１泊２日研修） 

 

 

 

 

 

 

 

近隣クラブ例会変更の案内 

堺清陵ロータリークラブ 

12月22日（木）→12月24日（土）「忘年親睦家族会」 

12月29日（木）→定款第6条第1節休会  

平成24年1月5日（木）→同日出雲大社参拝 

堺おおいずみロータリークラブ 

12月7日（水）→12月10日（土）18時～忘年例会家族親

睦会スイスホテル南海大阪 

堺東ロータリークラブ 

12月27日（火）→定款第6条第1節(C)休会 

堺東南ロ－タリ－クラブ 

12月22日（木）→同日18時サンパレス クリスマス家族例

会12月29日（木）→定款第６条第１節休会 

1月 5日(木）→平成23年1月４日(水)18時出雲大社大阪

分祠初詣例会 



 

 

年年年年    次次次次    総総総総    会会会会    

会長エレクト   石田 得子 

ただ今 年次総会におきまして、理事役員

の皆様をご承認いただき誠に有り難うご

ざいます。理事役員のうち７名の方がパ

スト会長という素晴らしいメンバーで次

年度出発出来ます事、この上もなく力強

い思いでいっぱいでございます。役者不

足の会長ではございますが、皆様のお力をお借りして何

とか１年頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお

願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ報告        担当  中井 崇嗣 副 SAA 

例会欠席お詫び申し上げます。参加しておりました ロータリ

ー研究会の報告が週報に掲載されています。御一読ください。創業

の御祝をありがとうございました。本日総会にて次年度理事･役員

が決まりました。北中年度に向けて頑張っていただきたいと思いま

す。              直前ガバナー米田 眞理子会員 

結婚記念日の御祝を頂いて振り返ってみますと、この１２月

１１日で満４８年と成ることがわかりました。ありがとうございま

す。                  直前会長片木 修会員 

次年度理事役員候補者の皆様へのご承認有り難うございます。

宜しくお願いいたします。     会長エレクト石田 得子会員 

この度息子 貴由が、めでたく結婚することになり、皆様から

のお祝い心より嬉しくお礼申し上げます。    小野 晃範会員 

来年度の役員のメンバーを拝見、素晴らしいこと！段々と元

の『ロータリークラブ』の形に成る様で楽しみです。 

                       熊取 敬子会員 

結婚記念日のお祝いありがとうございました。これから寒さ

が厳しくなると思いますが、体調管理にお気をつけ下さい。 

            酒井  誠会員 

小野先生、ご令息さまご結婚おめでとうございます。永遠の

幸をお祈り申し上げます。          辻野 美智子会員 

いよいよ12月冬！インフルエンザの流行シーズンです。体調

管理を。                   中井 昭宏会員 

小野様、ご子息様のご結婚おめでとうございます。 

中井 崇嗣会員 

小野様、ご子息のご結婚おめでとうございます。各種お祝い

の方々もおめでとうございます。今月も宜しくお願いします。 

                   中野 一郎会員 

先週、タイ ホアンヒンに行って参りました。例会欠席になり

ました。タイの中でもヨーロッパを思わせるリゾート地です。そし

てまた、低所得者が混在している町でもあり、考えさせられました。 

                    三村 文男会員 

石田会長エレクト、本日はお疲れ様でした。下半期お互い頑

張りましょう。                田辺 弘樹 幹事 

2012201220122012----2013201320132013年度理事及年度理事及年度理事及年度理事及びびびび役員候補者名役員候補者名役員候補者名役員候補者名    

    

１．役員 

役 員  会 長          石 田 得 子 

役 員  直 前 会 長      吉 川 美 幸 

 

２．役員・理事候補者 

役 員  会長エレクト     中 井 昭 宏 

役 員  副 会 長      米 田 眞理子 

理 事  会員増強・退会防止  今 野  華  

理 事  クラブ広報      小 野 晃 範 

理 事  クラブ管理運営    河 野  強 

理 事  奉仕プロジェクト   岡 田 正 一 

理 事  ロータリー財団    京 谷 知 明 

役 員  幹     事    向 井 利 之 

役 員  会     計    片 木  修  

 

 


