
 

 

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 

クラブ累計寄付金額１３，５９２，０００円 

第１３回目の米山クラブ功労感謝状を

戴きました。 

第６９２回例会 
通巻６６２号

平成２３年１２月１７日 ２０１１～２０１２年度Ｎｏ．２２ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

本日の例会 プログラム（第 692 回例会） 

2011 年１２月１７日(土)  第２２回例会 

場所    ガーデングリル 森 

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 「奉仕の理想」 「ＩＡＣの歌」    

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 会員増強維持委員会 

  新世代奉仕委員会  

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

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 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 

次々回の例会予告（第 694 回例会） 

２０１２年 1 月 12 日(木)１６時３０分〜

   ＩＭ８組新春合同例会 

場所：リーガロイヤルホテル堺  

本日の例会 

クリスマス 

親睦家族例会 

 



 

 

例会例会例会例会のののの記録記録記録記録    ((((第第第第６９１６９１６９１６９１回例会回例会回例会回例会))))                                                                ････････････････････････    １１１１２２２２月月月月    ８８８８日日日日････････････････････････ 

 

 [ [ [ [唱和唱和唱和唱和]]]]    

「Ｒｅａｃｈ「Ｒｅａｃｈ「Ｒｅａｃｈ「Ｒｅａｃｈ    ＷｉｔｈｉｎｔｏＷｉｔｈｉｎｔｏＷｉｔｈｉｎｔｏＷｉｔｈｉｎｔｏ    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」」」」    

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    「「「「四四四四つのつのつのつのテストテストテストテストのののの歌歌歌歌」」」」    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    唱和唱和唱和唱和    

 

おおおお客様客様客様客様のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    

今日は、ガバナーエレクトの、

北中 登一 様をお迎えして

います。 

お出で頂き、有難うございま

す。 

ＩＭ ５ 組 から、ガバナ

ー補佐の、吉川寿一さま、米

山奨学生のカスム君の奥様の

リズワン様 、ようこそお越しくださいました。 

ゆっくりお過ごし頂きたいと思います。 

 

１２月は、家族月間です。 

もともとは、２月の第2週を、「家族週刊」としていたよ

うですが、１９９５年度の国際ロータリーの、ハーバー

ド・ブランク会長が、（世界平和は、地域家族から始まる）

と言う考え方を表明して、国際ロータリー理事会がこれ

を承認した事に端を発して、2003 年以降、「家族月間」

となりました。 

そしてまた、最近は、以前にもまして、家族の重要性が

クローズアップされています。 

誰しも、みな、思っていることですが、家族は、掛け替

えのない存在であるという原点を忘れずに、家族に感謝

して過ごさないといけないと、自分自身に言い聞かせて

います。 

 

ロータリアンにとって、家族とは何でしょうか。 

２つあると思います。 

１つは、住居をともにする事によって出来る、一つのま

とまりの親族集団です。 

２つめは、同じ、ロータリー精神をともにする、ロータ

リーファミリーです。 

今月のロータリーの家族月間は、この、２つのロータリ

ー家族に対して、温かい心遣いを示す月間です。 

ロータリーファミリーを含めた、家族と一緒に親睦活動

の一つ一つをともに楽しみたいと思います。 

以前、熊取会員が、ロータリークラブの活動を家族と一

緒に参加した時の、楽しかった思い出が、今でも強く思

い出されると言っておられましたし、私達フェニックス

 

 

 

 

 

 

 

米山奨学生 カスム様の奥様 リズワン様 

元気な赤ちゃんを産んでくださいね。    

 

ＩＭ５組ガバナー補佐 

   大阪狭山ＲＣ 

 吉川 寿一 様 

ガバナーエレクト 

大阪狭山ＲＣ 北中 登一 様 

この度、２０１２-１３年度

ガバナー就任に当たりまし

て、米田直前ガバナーには、

大変なご尽力を戴き、心から

厚く御礼申し上げます。更に

クラブの皆様からも心温ま

るエールを送って戴き、 

本当に有り難う御座います。 

曾て青少年事業を推し進めるに当たり、クラブ

の皆様からのご支援を戴いたことを思い出し、

そしてどんなご縁か分かりませんが、再びお世

話になるわけで、こんな有り難い事はなく、た

だただ、こうべを垂れるのみであります。元よ

り器ではありませんが、誠心誠意努力して参り

たいと思います。よろしくお願いをし、挨拶と

致します。    



 

 

ロータリーでも、家族に対して、楽しい、大切な思い出

を沢山残してあげたいなと思います。 

今月は、家族に感謝する意味も兼ねて、今月のクリスマ

ス家族会には、多数参加して頂き、楽しんで頂ける様に、

皆で、盛り上げましょう！ 

 

皆さん、家族と言えば、どんな事を思い浮かべるでし

ょうか。 

先程も申し上げましたが、一般的には、個人個人が集ま

って、作られるもので、家族の一番小さな単位は、婚姻

（結婚）から始まると思っています。 

結婚と言えば、最大のブームは、戦後、戦争から帰って

きた人達によって、爆発的結婚ブームがありました。 

この時の結婚ブームが、団塊の世代（今、６０代くらい

の人）を生み出して、２０数年後、この世代が、結婚す

ることで、第2の結婚、ベビーブームが生み出されまし

た。 

それから、また２０数年後、その子供達が、新たな結

婚、ベビーブームを生み出したかと言うと、そうではあ

りませんでした（今現在、３０代くらいの人）。 

結婚だけが幸せではないとか、価値観の変化とか、結婚

する年齢が分散することによって、以前の様な事にはな

りませんでした。 

今、現在も、婚姻率は下がっていますが、大学生に向け

てのアンケートでは、６９％の人が、結婚したいと答え

ている一方、若い人たちの雇用や、収入の不安が、結局

の所、晩婚化や、婚姻率の低下を生み出し、少子化の原

因になっていると言われています。 

ちなみに、初婚の年齢は、女性 ２８．５歳。 男性 ３

０歳 を超えました。 

話は変わりますが、今から、団塊の世代の方たちが

高齢者となります。このまま、少子化が進むと、あと１

０年もしたら4人に１人が高齢者となって、支えて行か

なければならなくなります。 

 

私達としては、少子化に歯止めがかかってくれるように

祈るばかりで、独身の方たちに何とか結婚をし、子供を

作ってくれる様に期待したいところです。 

 

しかし、東日本大震災をきっかけに、結婚を考える人が

増えていると聞きます。 

こんな記事がありました。 

東京で震災当日に帰宅困難となって、６時間歩いてマン

ションにたどり着きました。 

その後も余震に敏感になり、寝つけない夜も増えました。 

「将来への不安が膨らみ、家族を作ることの大切さを痛

感しました。人と絆を結ぶ努力をしたい」このような思

いで、結婚を考えるに至った人もいるみたいです。 

震災後、都市部の女性を中心に結婚相談所への照会が相

次ぎ、会員同士で成婚して退会するケースが急増してい

るそうです。 

余談ですが、それに伴い、婚約指輪の売れ行きも伸びて

いるとも聞きます。 

まずは、フェニックスロータリーの独身の皆さんに

期待しています。 

 

取りとめのないお話しですが、これで会長の時間を

終わります。 

 

 

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                    親睦委員長  向井 利之 

クリスマス家族例会場の最寄り駅は、ＪＲ鳳駅又は、南

海本線羽衣駅です。ＪＲ鳳駅へは送迎車を用意します。

ご利用になられる方は１７時３０分にＪＲ鳳駅 東出口

までお越し下さい。 

 

        新世代奉仕副委員長  中井 昭宏    

再度、みなさまの脳に残るように、初芝立命館高校イン

ターアクトクラブ活動の支援をお願いします。ペットボ

トルキャップを集めて頂きますようにお願いします。 

 またインターアクトの例会への出席をしていただける

会員様には感謝を、そして今からでもご都合があえば事

務局までご一報下さい。 

 インターアクト例会日出席者予定です。 

平成２３年１１月１５日 中井崇嗣会員 

平成２３年１２月１３日 岡田正一会員 

平成２４年 １月２４日 吉川美幸会長・中井昭宏会員 

平成２４年 １月３１日 中野一郎会員・向井利之会員 

平成２４年 ２月 ７日 田辺弘樹幹事・河野 強会員 

平成２４年 ２月１４日 上田俊夫会員・石田得子会長

エレクト・松本美和子会員 

平成２４年 ２月２１日 田辺弘樹幹事 

辻野美智子会員 

平成２４年 ３月１３日 米田眞理子直前ガバナー 

  

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  ７９．３％ 出席率    ７２．４ ％ 



 

 

時間は１７：３０から初芝立命館中学高等学校にて行わ

れます。堺フェニックス全員で新世代奉仕をしましょう。 

 

会員増強維持委員長  河野 強 

クリスマス家族例会に多数のご紹介者を賜り有り難う御

座います。お一人お一人が会員の推薦と維持を実践し、

新会員を見つけ出して、クラブの活力を維持していきた

いと思っております。 

 

 

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

先日、第３回目の支援物資を届けに

行った時の記事が紀南新聞・熊野新

聞に掲載されました。回覧にてご覧

下さい。 

ホストクラブ堺泉ヶ丘ＲＣから新春

合同例会のパンフレットです。 

堺北ＲＣからこども囲碁フェスタ社

会奉仕協賛のお礼状を頂きました。 世界大会へのクラ

ブ会員出席を集います。配布の１２月度理事会報告に御

座います様に、２０１２年５月６(日)～９(水)タイ王国

バンコクにて開催されます。クラブ創立１５周年を記念

して出来るだけ大勢のメンバーで参加したいと考えてお

ります。また、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いますので、是非皆さんで

大会参加しましょう。旅行プランを幾つか提案しますの

で、５月３日から７日位の間のご都合をお伺いいたしま

す。参加不参加を回覧用紙にご記入下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓話「介護保険のあれこれ」         今野  華 

 

本日は私が日頃携わっている高齢

者介護について少しお話をさせて

いただきます。 

まず前置きになりますが、ここに

おられる大方の皆様は既にご存じ

と思いますが、私は満70歳を過ぎ

てから、それまでの40年に及ぶ薬

剤師稼業からこの業界に飛び込み

ました。爾来8年を経過した今、確実に云えることは、

通り一遍の知識のみで只社会正義のみを振りかざしての

創業であったが故に踏み出せたということです。今まで

お世話になった地域社会への恩返しにNPO法人を設立し

ての運営、つまりnon-profitで利益を求めずして利用者

に喜んでいただくことを目的とする運営という固い信念

に基づく出発で､現在もこれを貫いています。 

どの業界についても云えることだとおもいますが、特

にこの介護の世界は､何しろ対象が生身の人間、それも色

んな環境･境遇で少なくとも65年以上の人生を過ごして

こられた経験豊富で個性豊かな方々を介護させていただ

くのですから、毎日毎日勉強の日々であり､学び取ること

の、又教えられる事も多い日々の連続であります。当ロ

ータリークラブの吉川会長はあらゆる種類の介護施設を

ご立派に経営なさっておられ､今日の私の話などは全く

お恥ずかし限りですが、私の運営している介護施設では､

私の信念に基づく運営理念、敬愛（新愛ではなく敬愛）、

無心、奉仕、これに則って職員一同が介護に専念してく

れています。また同じビル内にグループホーム、ディサ

ービスとクリニックを設置し、地域密着型の介護と医療

の連携を目指しています。 

前置きは終わりここから介護の話題に入りますが、介

護に携わる職員の資格としては､4 年生大学の福祉学科

をでた社会福祉士（国家資格）の相談職員を筆頭に､介護

福祉士（施設で3年以上の経験を積んで国家試験に合格

したもの、もしくは専門学校で教育をうけたもの）それ

にヘルパー1級、2級の介護士と看護師、また別件でケア

プランを立てる介護支援専門員、いわゆるケアマネージ

ャー等が必要です。私は何の資格もない理事長ですので､

これらの職員がその持ち場において職歴を十分に発揮す

ることができるようにコーディネートする役目、又施設

の品位・品格に加え、介護技能のスキルアップのための

研修会の実施、接遇についての研修、家族の方々とのコ

ミュニケーションなどを行っており、結構多忙な日常で

あります。 

ここから介護保険の話になりますが、介護の根幹にな

っているのが介護保険法であり､日本国民は40歳以上64

歳までの2号加入者と､65歳以上の1号加入者の2つに

近隣クラブ例会変更の案内 

堺南ロータリークラブ 

平成23年12月12日(月)→12月11日(日)「忘年親睦家族会」へ

変更：リーガロイヤルホテル堺 

平成23年12月26日(月)→定款第6条第1節 休会  

堺北西南西ロータリークラブ 

平成23年12月20日(火)→日時12月23日(金) 

場所 信貴山「旅亭 十三屋」忘年親睦家族会 

平成23年12月27日(火) 平成24年1月3日(火)→休会 

堺北ロータリークラブ 

平成23年12月16日(金) →2月17日（土）17時00分｢忘年例

会・親睦家族会｣場所：リーガロイヤルホテル堺 

平成23年12月30日(金)→定款第6条第1節 休会 

平成24年1月13日(金) →1月12日(木)新春合同例会 

堺フラワーRC 

平成24年12月31日(土) →定款第６条第一節休会 

堺おおいずみロータリークラブ 

平成24年 1月4日(水) →定款第6条第１節休会 



 

 

分けられます。1号加入者は年金からの天引き、2号加入

者は給与から有無を云わさず天引きされています。皆様

それぞれいくら天引きされているかご存じでしょうか。2

号加入者の方は給与の 0.151%､金額にすればわずかです

が64歳まで24年間続きます。年金から引かれる1号加

入者は､堺市の場合は生活保護受給の第 1 段階から年収

600万以上の第8段階まで8つに分かれており、最高で

年間116,080円までであります。 

この介護保険が制定されたのは西暦2000年（平成12

年）、今から11年前のことであります。この当時の我が

国の高齢化率は17.3%でありました。では2000年までの

介護の制度はどのようになっていたのでしょうか。 

この制度ができるまで､つまり2000年以前までは、制

度は老人福祉と老人医療の二本立てになっていました。

この両制度による対応には限度があったために介護保険

法の制定となったのであります。 

老人福祉の対象となるサービスには特別養護老人ホ

ームやディサービスなどがありますが、これらを利用す

るには市町村の許可が必要で､利用する施設を利用者自

身が決めることはできません。おまけに所得調査がある

ために利用者にとっては心理的抵抗があり､受け入れ側

にも競争原理が働かない､尚かつ本人や扶養義務者の収

入に応じた負担額となるため、中高所得者にとっては老

人医療を受けるより負担が大きくなると云う欠点があり

ました。 

また片や老人医療については､サービスの対象は老人

保健施設･療養型病床群･訪問看護などで､中高所得者に

とってはこれらの施設の負担額が老人福祉サービスより

低いため､本来なら老人福祉サービスを受けるべきにも

かかわらず､一般病院への長期入院という問題点が発生

し、国の医療費が増加の一途をたどり限界に達したこと

で､2000 年に介護保険法が制定されることとなりました。 

今や医学の進歩に伴い平均寿命は世界一となり､要介

護高齢者の増加、介護期間の長期化、これに加えて核家

族の増加、また介護する家族の高齢化､いわゆる老老介護

などが問題となり、これらを解決するには社会全体で支

え合わねばどうにもならないという理由で介護保険法の

制定となりました。 

 介護保険法の仕組みは 

 ① 高齢者の自立を支援する 

 ② 利用者が施設を決める 

 ③ 社会保険方式；給付と負担の関係が明確となる 

以上3点を原則としています。 

介護施設へ支払いは､施設の請求に応じて市町村から

支払われますが、その原資の50％は税金、残りの50％は

国民の支払っている保険料となっています。先ほども申

しましたが、40歳以上の皆さんはご自身が給料から月々

いくら天引きされているか認識なさっていますか？本俸

の 1,15%ですから、額にすれば微々たるものではありま

すが、24年間すなわち228ヶ月続きます。 

次にそこでいよいよ加齢とともに好むと好まざると

に拘わらず介護を受けざるを得なくなったときに､実際

どのような流れと仕組みで事が運ぶのでありましょうか。 

お手元のレジメンをご覧ください。まず、市の介護認定

員がお宅を訪問して色々な質問をしていきます。調査票

に掲げている各項目についてどの程度自立できているか

を記入し、この調査票と主治医の意見書の双方により要

支援Ⅰ，Ⅱ、要介護1から５の判定がなされます。 

この判定がなされる介護認定審議会は保険･医療･福

祉の学識経験者から構成され，高齢者の心身の状況調査

および主治医の意見書に基づき審議され、最終的にはコ

ンピューターで判定されます。この認定に応じた介護が

保険により1割の負担で受けられるという制度でありま

す。 

以上が申請から認定に至る一連の流れでありますが、

実際介護の現場に眼を向けてみますと，同じ要介護3と

いってもずいぶん開きがあるのに驚かされます。コンピ

ューター判定と申しましても，インプットするのは人間

ですし，審査に訪問した当日の高齢者の体調にも大きく

影響するからです。 

レジメンをご覧いただければ明白な様に，特に身体的

能力はさほど落ちていなくても認知の症状があれば介護

度はぐんとアップするようですし、介護にどの程度時間

をかけなければならないかという事でも介護度が決定さ

れるようです。しかし介護をすると云うことは，介護者

が何でもかんでもサッサとかたづけてしまうというので

はなく，できうる限りその方の残存能力を活性化してい

ただくために辛抱強くご自身でなさるのを待つことなの

です。辛抱強く見守ることの忍耐力、これも介護者の必

要条件です。 

またこの介護度の認定は一度決まればはいこれまで、

と云うのではなく、状況の変化に応じて区分変更の申請

をおこなうこともできます。 

最後に介護保険法は、年とともにやむを得ず介護を必

要とする状態になった方が、自己の尊厳を保持し，その

残っている能力に応じて自立した日常生活を営むことが

できるのに必要な福祉サービスを給付するだけではなく，

その給付に当たっては要支援・要介護の状態の軽減や悪

化の防止に資するように関わらなければならないという

のが本音であって、平たく云えば何でもかんでもおんぶ

にだっこ、というようにしてさしあげるのもでは決して

ないと云うことです。 

40 歳から延々と介護保険料を支払ってきたから、ま

た 65 歳になっても年金から天引きされているからとい

っても、これを活用しないですむことが最大の幸せです。

そのためには日常の健康管理が大事なのは言うまでもあ

りません。 

万が一利用せざるを得なくなったそのときには適切



 

 

な介護を受けて， Quality of Lifeを上昇させ、日々の

生活を楽しみたいものです。 

 

最後までご静聴いただきありがとうございました。 

 

 

 

 

ニコニコ報告        担当  中井 崇嗣 副 SAA 

北中ガバナーエレクト様 吉川ガバナー補佐様ようこ

そ。次年度のご活躍を心よりお祈り申し上げます。上田次

期代表幹事様、ご就任心よりお祝い申し上げます。 

 直前ガバナー 米田 眞理子会員 

北中ガバナーエレクト様 吉川ガバナー補佐様 リズワ

ン様ようこそおいで下さいました。今日はにぎやかでとっ

ても嬉しいです。今野様、今日の卓話楽しみにしています。

よろしくお願い致します。      会長 吉川 美幸会員  

北中ガバナーエレクト様 吉川ガバナー補佐様ようこ

そ。               直前会長片木 修会員 

北中ガバナーエレクト様 吉川次年度地区大会実行委

員長様ようこそおいで下さいました。今野様本日の卓話、

背筋を伸ばして聞かせていただきます。 

      会長エレクト石田 得子会員 

北中ガバナーエレクト様 吉川ガバナー補佐様本日は

お忙しい中ありがとうございます。又、元米山奨学生カス

ム君の奥様、気をつけてお帰りくださいね。今野会員、本

日の卓話楽しみにしております。よろしくお願いします。 

        犬伏 幸代会員 

結婚記念日のお祝いありがとうございます。北中様、

吉川様、ご丁寧に当クラブを訪問して下さりありがとうご

ざいました。リズワンさん、元気な赤ちゃんを産んで又戻

ってきて下さい。           上田 俊夫会員 

北中ガバナーエレクト様 吉川ガバナー補佐様ようこ

そおいで下さいました。ご活躍をお祈りいたします。今野

会員、卓話楽しみにしております。 

              小野 晃範会員 

今野様、本日の卓話有難う御座います。介護保険の事

をお聞きしたいと思っていました。勉強させて頂きます。 

片岡 富美子会員 

 

北中先生、吉川先生、今日は我がクラブへようこそ！！

これからも是非気軽に堺フェニックスＲＣへ来て下さいね。 

京谷 知明会員 

 

今野さん、本日は卓話有難う御座いました。石田会長

エレクト、本日は楽しみにしております。  

      河野  強会員 

ガバナーエレクト北中様 ガバナー補佐吉川様 カスム

君の奥様リズワン様、ようこそ堺フェニックスへ。今野 華

様、「介護保険のあれこれ」よろしくお願いします。北中登

一先生、頑張ってください。来年１月、医師会で講演させ

て頂きます。よろしくお願いします。 

                   中井 昭宏会員 

ガバナーエレクト北中様 ガバナー補佐吉川様 カスム

君の奥様リズワン様、ようこそ堺フェニックスへ。今野様、

本日の卓話、しっかり勉強させて頂きます。 

         中井 崇嗣会員 

北中ガバナーエレクト様 吉川次年度地区大会実行委

員長様ようこそおいで下さいました。今野様、本日の卓話、

勉強させて頂きます。 

                  松本 美和子会員 

ガバナーエレクト北中様 ガバナー補佐吉川様 カスム

君の奥様リズワン様、堺フェニックスにようこそおいで下

さいました。今野さん、本日の卓話よろしくお願い致しま

す。                  向井 利之会員 

北中様、吉川様、本日はようこそお越し下さいました。

来年度の地区運営、大変かと思いますが、よろしくお願い

します。リズワン様、明日の帰国、無事をお祈りしていま

す。                幹事 田辺 弘樹会員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2640RLI のＤＬセミナーに参加して 

    2640ＲＬＩ地区代表委員 米田眞理子 

12 月 11 日、りんくう物流センタ

ーで開催された 2640ＲＬＩのＤ

Ｌセミナーに 

小野晃範（直前代表幹事）上田俊

夫（次期代表幹事）岡田正一（副

代表幹事）京谷知明（地区広報委員長）中野一郎（地区

国際奉仕委員長）中井昭宏（地区インターアクト委員）

向井利之（次期クラブ幹事）中井崇嗣（次期副幹事）が

参加しました。 

ＲＩ本部ファシリテイター中村靖治２７７０ＰＤＧ、

大澤ＤＧ亀岡ＰＤＧ.北中ＤＧＥ、辻ＤＧＮも参加され、

熱心なトレーニングの後、ＤＬ認定バッチを授与されま

した。32名のＤＬが誕生しました。 

今後のＲＬＩのＤＬを務めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奉仕の理想 

奉仕の理想に集いし友よ 

  御国に捧げん我等の業 

  望むは世界の久遠の平和 

  めぐる歯車いや輝きて 

  永久に栄えよ 

  我等のロータリー ロータリー 

 

インターアクトの歌 

ここにつどいし我らは 誇りも高し 

 インターアクト 

地域社会に奉仕の理想 示せ今こそ 

 その誠 

  微笑をもて 差し伸べよ手を  

  世界を結ぼう インターアクト我ら 

 

１２月２２日(土)クリスマス親睦家族例会プログラム 
１７１７１７１７：：：：３０３０３０３０        会会会会    場場場場        （（（（演奏開始演奏開始演奏開始演奏開始））））    

１８１８１８１８：：：：００００００００            

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」」」」                            ソングリーダー 向井 利之 親睦委員長 

ＩＡＣＩＡＣＩＡＣＩＡＣソングソングソングソング斉唱斉唱斉唱斉唱    「「「「インターアクトクラブインターアクトクラブインターアクトクラブインターアクトクラブのののの歌歌歌歌」」」」        ソングリーダー 松井 翔平さん    

本日本日本日本日のおのおのおのお客様客様客様客様    

㈱エムズ・リフォーム デザイン室室長 吉田 健二様 

㈱エムズ・リフォーム インテリアプランナー 松永 明世様  

㈱シーエムエス 代表取締役 貝山 香純様 

㈱洸清 代表取締役 福地 誠様 

中田聡公認会計士事務所 公認会計士・税理士 中田 聡様 

第２６４０地区ガバナー事務所 室長 細川 志帆様 

堺フラワーＲＣ       会長 尾羽根 伸幸 様  林 博明 様  

会員ご家族様       上田 興子様  田中 幸恵様  吉川 美聖様  田辺 五月様 

                小野 伸美様 河野 公美様 中井 香織様 中川 圭子様 

                酒井 千鶴様 優ちゃん 幸祐君 

初芝立命館高等学校インターアクトクラブ  

顧問 玉井 栄治先生  川本 秀樹先生(中学)   杉本 光穂先生(中学) 

会長 松井 翔平さん 副会長 三宅 啓太さん  

幹事 高坂 加也さん 会計   速見 綾香さん 

2009-10 年度交換留学生 Eline Sikkema様  京谷 恵利子様 

長期派遣奨学生     高瀬 理沙さん お母様の高瀬 明美様 

 

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 

出席報告出席報告出席報告出席報告        河野 強副SAA 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告      田辺 弘樹 幹事 

乾乾乾乾        杯杯杯杯                    片木 修 直前会長    

１８１８１８１８：：：：３０３０３０３０    会会会会    食食食食        演奏開始演奏開始演奏開始演奏開始    

１９１９１９１９：：：：３０３０３０３０    司会 京谷 知明 親睦委員    

ＩＡＣからの催し プレゼント交換  

吉川 美幸 会長・田辺 弘樹 幹事からのプレゼント（ゲスト全員が会長・幹事とじゃんけんゲーム） 

SAASAASAASAA 報告報告報告報告       中井 崇嗣 副SAA    

２０２０２０２０：：：：３０３０３０３０    閉会点鐘閉会点鐘閉会点鐘閉会点鐘                吉川 美幸    会長    

司会進行司会進行司会進行司会進行        

中井中井中井中井    昭宏昭宏昭宏昭宏    中井中井中井中井    崇嗣崇嗣崇嗣崇嗣    

京谷京谷京谷京谷    知明知明知明知明    

受受受受            付付付付        

犬伏犬伏犬伏犬伏    幸代幸代幸代幸代    熊取熊取熊取熊取    敬子敬子敬子敬子        

田辺田辺田辺田辺    弘樹弘樹弘樹弘樹        盛岡百合子盛岡百合子盛岡百合子盛岡百合子    

案内接客案内接客案内接客案内接客        

向井向井向井向井    利之利之利之利之    河野河野河野河野    強強強強        

撮撮撮撮            影影影影        

細川細川細川細川    浩二浩二浩二浩二    酒酒酒酒井井井井    誠誠誠誠    

プレゼントプレゼントプレゼントプレゼント係係係係    

吉川吉川吉川吉川    美幸美幸美幸美幸    田辺田辺田辺田辺    弘樹弘樹弘樹弘樹    

向井向井向井向井    利之利之利之利之 


