
 

 

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 

１１月度財団月間  

クラブ寄付金額 5,659 ドル 

ポールハリスフェロー＋４ 上田 俊夫 

             ＋３ 吉川 美幸  

             ＋２ 犬伏 幸代 

おめでとうございます 

第６９３回例会 
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本日の例会 プログラム（第 693 回例会） 

2011 年１２月２２日(木)  第２３回例会 

場所    フェリーチェ三国ヶ丘 吉川病院 

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 「堺フェニックス RC 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    会長    

出席報告出席報告出席報告出席報告                                    （担当 河野 強 副 SAA）    

上半期上半期上半期上半期報告報告報告報告        

        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 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 

次々回の例会予告（第 695 回例会） 

２０１２年 1 月 19 日(木)１８時３０分〜

   卓話 直前会長 片木 修 

 

場所：ホテル第一堺 3 階 

本日の例会 

会長 幹事 理事役員 

上半期報告と 

下半期に向けて 

 



 

 

例会例会例会例会のののの記録記録記録記録    ((((第第第第692692692692 回例会回例会回例会回例会))))                                                                                ････････････････････････    12121212月月月月22222222日日日日････････････････････････ 

 

[[[[唱和唱和唱和唱和]]]]    

Reach Within to Embrace Humanity 

「こころの中を見つめよう 博愛を広げるために」 

[[[[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

お客様のご紹介  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

堺フラワーＲＣ  林 博明 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 

㈱八光社 葬祭ディレクター 武安 淳史様 

第２６４０地区ガバナー事務所 室長 細川 志帆様 

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  中井 香織様 中川 圭子様 

酒井 千鶴様 優ちゃん 幸祐君 

 



 

 



 

 

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、たくさんの方においで頂き、賑やかなクリスマ

ス家族会にして頂き、本当に有難うございます。 

今日が今年度最後の大きな行事となります。 

このクリスマス家族会を企画するにあたって、ご準備頂

きました、向井親睦委員長をはじめ、盛り上げ隊の皆様、

本当に有難うございます。 

 

皆様、今日このレストラン森のお料理を楽しみに来られ

たと思います。 

実は、このお店は来年度の石田会長が、来年度のクリス

マス用の為にとっておいた、とっておきのお店だったそ

うですが、今年度の為に紹介して下さいました。 

石田会長エレクト、本当に有難うございます。 

レストラン森のシェフが、腕を振るって頂けるとお聞き

しています。楽しみですね。 

 

１２月は、家族月間です。 

日頃、ロータリー活動を支えて下さっているご家族に感

謝する月間でもあります。 

今日は、皆様に楽しんで頂ける様、心を込めて頑張りた

いと思います。 

素晴らしい生演奏をお聞き頂きながら、ごゆっくりお楽

しみ下さい。 

そして、また後でプレゼントが当たるゲーム等あります

ので、わくわくドキドキお待ちください。 

     

 

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    新世代奉仕副委員長  中井 昭宏 

今回のクリスマス例会は初芝立命館高校インターアクト

クラブとの合同例会でした。インターアクター達からは、

ガーナ共和国へのワクチンの支援について説明があり、

ペットボトルキャップを継続して集めてほしいとのお願

いがありました。 

また、インターアクター達からの「心理ゲーム」、大い

に盛り上がりました有難うございました。 

        会員増強 維持委員長  河野 強    

今日は、ロータリークラブに関心のある方 ６名もお越し

いただきました。 

㈱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 細川 志帆様 

お忙しい中ようこそお越し下さいました！！ 

ありがとうございます！！ 

会員増強・維持委員会といたしまして、次年度に良い形

でバトンを渡せるのではと喜んでおります。本年度も引

き続き会員増強・維持に向けてがんばってまいりますの

で、会員の皆様 ご協力の程よろしくお願い致します。 

 

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

2012年1月22日 ＲＬＩパートⅢが開催されます。 

当日は、添付のテキストプログラム資料と手続要覧をお

持ちください。 

2012-2013 年度ガバナーに北中登一氏が就任致しました

が、その就任に伴って、2013-2014 年度ガバナーが空席

となりました。再度ガバナー候補者の選出の為、ＲＩ細

則13.010、13.070及び地区指名委員会規定により地区内

の各クラブにおいて、再度2013－2014年度ガバナー候補

者の推薦をお願い致します。候補者推薦の締切り 2012

年2月13日までに地区指名委員会まで。 

地区ガバナー・ノミニーの資格条件については、ＲＩ細

則15.070 15.070.1～15.070.5 15.080の資格条件を満

たす人である事を要します。 

地区指名委員会が地区ガバナー候補者の選択を行うにあ

たっては、その選出の範囲は地区内クラブによって提案

された氏名に限定されるものではない。との条項をご承

知おき下さい。(ＲＩ細則13.020.5) 

クラブの年末年始例会変更のお知らせ 

１２月２９日（木）→定款第６条１節により休会 

 １月 ５日（木）→  〃        

以上 

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    ３名 

先々週修正出席率  ８２．８％ 出席率    ７８．６ ％ 



 

 

 

ニコニコ報告          担当  河野 強 副 SAA 

本日はクリスマス家族会開催ありがとうございます。親睦活動委員会の

皆様、ご準備に心より感謝申し上げます。お客様は国際ロータリーにふさわ

しい方々ばかりで楽しいひと時をご一緒させていただくことを心より御礼

申し上げます。                            直前ｶﾞﾊﾞﾅｰ 米田 眞理子会員 

今日はたくさんの方に来て頂いて楽しいクリスマスパーティです。ピエ

ロの手品はいかがでしたか？                      会長 吉川 美幸 会員 

親睦委員をはじめ、この企画をしていただいた皆様、ありがとうござい

ました。                                      直前会長 片木 修 会員 

たくさんのお客様をお迎えしてこんなに素晴らしいクリスマス会をご

用意いただきました親睦委員会の皆様本当に有難うございました。 

会長エレクト 石田 得子 会員 

メリークリスマス 本日の楽しいプログラムを企画して下さった皆様に

感謝を込めて                                        上田 俊夫 会員 

皆さんで楽しいクリスマス会をしましょう。準備をいただきました皆様

に感謝いたします。ようこそ 初芝立命館インターアクトクラブの皆様、ご

参加下さいましてありがとうございます。               岡田 正一 会員 

メリークリスマス ワインと次世代の若さに酔っています。2012年もよ

い年でありますよう！！                           小野 晃範 会員 

クリスマス おめでとうございます。楽しみにしていました。ご準備が

大変だったと思います。おおいに皆様と楽しませて頂きます。 

片岡 富美子 会員 

吉川会長、田辺幹事 本日はありがとうございます！楽しい一日になり

ました。                                               河野  強 会員 

今日はクリスマス例会、久し振りにご家族の皆様、IACの皆様とご一緒

に楽しい時間を過しましょう。お世話くださいました方々、ありがとうござ

いました。娘共々よろしくお願い致します。             田中  範子 会員 

クリスマス例会、ご出席ありがとうございます。SAAとして感謝致しま

す。ロータリーに入り、〝楽しんでいます〟先日、中村 RI 研修リーダーに

お会いでき、もっとロータリーに力を注ぎたいと思いました。人の出会いに

感謝致します。                                       中井  昭宏 会員 

本日は多くの皆様にご参加いただき、とても楽しいクリスマス例会とな

りました。ありがとうございます。                     中井  崇嗣 会員 

メリークリスマス 今日は楽しいクリスマスをたくさんのお客様と一緒

に楽しみます。吉川 会長、親睦委員会の方々、本当にありがとうございま

す。                                               松本 美和子 会員 

今日のクリスマス会は楽しんでいただけましたか？ご来賓の会員知人

の皆様 インターアクターの皆様 ご家族の方々、そして堺フラワーRC林様、

ようこそ堺フェニックスRCへ。またいらっしゃって下さいね。 

向井  利之 会員 

メリークリスマス  楽しい一日です。             田辺  弘樹 幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAA・プログラム・出席委員会  中井 昭宏 委員長 

ＳＡＡプログラム出席委員会は、会員維持増強委員会と

相談し年に４回「会員増強強化日」を設けております。 

第２回目の今回は、堺フェニックスＲＣの例会体験とク

ラブ奉仕活動にも参加して頂いた３名と、ロータリーク

ラブに入会を考えて頂いている方３名が出席して頂きま

した。来年１月には新入会していただけると確信してお

ります。 

 

    



 

 

菜根譚菜根譚菜根譚菜根譚        美美美美しきしきしきしき    夕映夕映夕映夕映えをえをえをえを全全全全うするうするうするうする        

熊 取  敬 子 

    

日既暮日既暮日既暮日既暮    而猶烟霞絢爛而猶烟霞絢爛而猶烟霞絢爛而猶烟霞絢爛。。。。歳将晩而更橙橘芳馨歳将晩而更橙橘芳馨歳将晩而更橙橘芳馨歳将晩而更橙橘芳馨。。。。    

故末路晩年故末路晩年故末路晩年故末路晩年。。。。君子更宜精神百倍君子更宜精神百倍君子更宜精神百倍君子更宜精神百倍。。。。    

 

日すでに暮れてなお烟霞（えんか）絢爛（けんらん）たり、 

歳（とし）まさに晩（く）れんとしてさらに橙橘（とうきつ）は 

芳（かぐわ）しく匂う。 

ゆえに末路（まつろ）晩年は、君子さらによろしく精神百倍とすべし 

日はすでに暮れてもなお夕映えは光り輝いて居り、歳は終わろうとしても柑橘はかぐわしく匂う。 

たとえ、晩年となろうとも、君子は一層 精神をふるい立たせ、最後を美しく全うしようではないか。 

 

晩節という意義があります。晩年の節操という意味で、年をとってから恥ずかしい行為をする

と「晩節を汚した」などと云われます。人生八十年時代を迎えて第一線を退いてからも１０年 

２０年も居るとなると場節を全するのも中々大変な事になります。 

体だけは達者でも、おつむの老化が進み、当人がそれに気づかない場合、その人のそこまで 

いかなくても、物欲や肉身への愛に溺れて あの人が・・・・と呆れられたり、気の毒がられた 

りする例は、日常見聞きする事が多くなりました。 

それだけに生のある限り、一貫した志を曲げることなく敬慕されながら生涯を終えていらした 

先達たちに尊敬と羨望を禁じえないものがあり、私も美しい夕映えを全う出来たらと切望いた 

しております。                                                                 終 

                      

                      こんな事を書きながら、これはお若い会員さん方にはまだまだお考えにならなくて良い事で、 

晩節云々を書いて居る自分の事ではないかと、恥ずかしくなりました。 

然し、幸いな事に私は 地位はございません只の老婆ですので、静かにして居れば無事にすむ 

等と一寸情けない事をひそかに思っております。 

 

                      そこで、長女を亡くした頃から中々決心出来ませんでした『退会届』を 

12月１日付で吉川会長にお届け致し、私の我侭で今年いっぱいロータリーを 

味あわせて下さいと云う事でお許しを頂き、ここで皆様に退会をお届け致します。 

会員の皆様、 

                          本当に色々とありがとうございました。 

                          お蔭様で、良き４０年を過させて頂きました。 

                          良いお年をお迎え下さいませ 

後筆になりましたが、例会毎に私が退屈しないようにお土産を頂いたり、毎晩のように 

電話をお付き合い下さった、今野さん、帰路遠回りをして私宅の表までお送り頂き、必ず 

「ご苦労さんでした」とお声をかけて下さった三村さん、三村さんの欠席の時には色々な 

方々に遠い大美野まで送って頂き、どんなにか感謝申し上げて居りました。 

本当に嬉しうございました。そして 会員の皆様 本当にありがとうございました。 


