
 

 

第６９６回例会 
通巻６６４号

平成２４年１月１２日 ２０１１～２０１２年度Ｎｏ．２４ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

本日の例会 （第 696 回例会） 

2011 年 1 月 12 日(木) 第 26 回例会 

ＩＭ８組新春合同例会 

場所：リーガロイヤルホテル堺    

次回の例会予告 （第 697 回例会） 

２０１２年 1 月 19 日(木)１８時３０分 

 各種お祝い 新入会員入会式 

卓話 直前会長 片木 修 

場所：ホテル第一堺 3 階 

次々回の例会予告（第 698 回例会） 

２０１２年 1 月 26 日(木)１８時３０分       

 卓話 小野 晃範 会員 

ゲスト：オーストラリアからの 

長期交換奨学生  

場所：ホテル第一堺 3 階 
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[[[[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」 

    

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    「「「「堺堺堺堺フェニックスロータリークラブフェニックスロータリークラブフェニックスロータリークラブフェニックスロータリークラブのののの歌歌歌歌」」」」                            ソングリーダー 向井 利之 親睦委員長 

例 会 風 景  

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

㈱シーエムエス 代表取締役 

 貝山 香純様 愛莉ちゃん 

㈱洸清 代表取締役 

 福地 誠様 

フェリーチェ三国ヶ丘 スタッフの皆様 

お世話になりましてありがとうございます。 

本日のお料理 

年末ご多忙の焼肉女神店主 細川 浩二会員 

チヂミとキムチの差し入れ♪ 



 

 

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    

まず、皆さんにお詫び申し

上げなければいけません。 

熊取会員から、退会届けを、

１２月１日付でお預かりし

ていました。 

熊取会員は、４０年間ロー

タリーに関わっておいでの、

真のロータリアンです。退

会となると、私達フェニッ

クスにとっての打撃が大きいと思っていましたので、何

とか今日までに、退会の意志を変えて頂けないかと、お

願いしていましたが、熊取会員の意志は固く、お引止め

する事ができませんでした。 

力が及ばず申し訳けありませんでした。 

今日お手元にあります週報の最後に、熊取会員からの原

稿を載せさせて頂いておりますので、お読み頂きたいと

思います。 

 

今日は、福地様、貝山様、愛莉ちゃん 

ようこそおいで頂きまして有難うございます。 

先日のクリスマス家族例会、楽しんで頂けましたでしょ

うか。 

沢山の方々においで頂き、楽しく盛大にして頂き、さぞ

かしご準備等、大変なご苦労をおかけした事と思います。 

でも、皆様に、あんなに喜んで頂けましたので、ご苦労

頂いた親睦委員長さんはじめ、盛り上げ隊の皆様も、報

われましたね。 

ロータリーファミリーが集まって、親睦が深められた、

家族月間という名にふさわしい、１２月となりました。

有難うございました。 

 

個人的には、クリスマス家族会で、米田パストガバナー

が提供下さったお掃除ロボットは、私もじゃんけん大会

に勝って、ゲットしたいなーと思って、じゃんけんにも

力が入っていました。 

でも実際、じゃんけんに勝ったらどうしよう、辞退しな

いといけないんだろうか・・・なんて考えながら、じゃ

んけんをしていましたら、負けてしまって、辞退する心

配なんて、取り越し苦労に終わりましたけど。 

 

早いものですね。今日が、今年の最終例会となりました。 

そしてまた、上半期の最後の例会でもあります。 

今日、この後、上半期の反省会となっていますが、その

後、こちらの方で、お食事や、とっておきのお酒等を用

意していますので、時間の許す限り、楽しんで頂きたい

と思っています。 

 

今日は、たまには私の職場を、皆さんにも見て頂き、私

の仕事について、少しでもご理解頂ければとおもってい

ます。 

私の職業奉仕については、また、機会がありましたら、

じっくりとお話をさせて頂けたらと思いますが、今日は、

せっかくこの、フェリーチェ三国ヶ丘にお出で頂きまし

たので、ここの雰囲気を楽しんで下さい。 

この有料老人ホームは、何でもわがままをきかせて頂く、

私も、将来入りたいと思って作った老人ホームです。 

 

例えば、好きなところに買い物に出かけたい～、連れて

ってとか、外食したいとか、お酒を飲みたいとか、それ

ぞれの方、ご要望はまちまちです。 

皆さん、施設に入ったら、自由が無くなる、我慢しない

といけないとか思っておられると思いますが、ここでは、

出来るだけ、ご自由に過ごして頂ける様な、内弁慶でい

られる所を目指しています。 

 

建物を造るにあたっては、色々な所を見学させて頂きま

した。 

中井先生がおられる、エテルノテレサも見学させて頂き、

参考にさせて頂きました。 

せっかくですので、後程、食事の合間に、少しここの様

子等を、スライドでみて頂けたらと思っていますので、

宜しくお願い致します。 

    

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 

 

本日、上半期最終例会となりまし

た。この後 理事役員の皆様に上

半期報告と下期にむけての報告を

していただきますので、宜しくお

願い致します。 

１月度例会案内 

１月５日(木)定款第６条１節によ

り 休会です。１月１２日(木)新春合同例会１６時受付開

始 リーガロイヤルホテル堺１月１９日(木)１８時３０

分～ホテル第一堺               以上 

在籍者      ２９名 出席者    １４名 

出席計算会員   ２４名 欠席者    １０名 

出席免除者     ５名 免除出席者    ２名 

先々週修正出席率  ８２．８％ 出席率    ５９．３ ％ 



 

 

    

会会会会    長長長長            吉川吉川吉川吉川    美幸美幸美幸美幸     

 会長としての上半期の反省をさせて頂きます。 

この上半期は、私にとっては、会長として、勉強をさせ

て頂いた半年でした。 

とりも直さず、皆様には、ヤキモキさせてしまった半年

で、申し訳なかったと思っています。 

今年度の初め、私は５つ、活動方針を申し上げましたが、

まだまだ目標に到達できていないと感じています。 

が、後、下半期に頑張っていきたいと思います。 

１、親睦に関しては、クラブ内の親睦については計れて

いるのではないかと思っていますが、福井フェニックス

や、タイ・ルンピ二ロータリーとは、下半期に目的を果

たしていける様に取り組みたいと思います。 

２、例会の充実につきましては、今後、皆さんの興味の

ある卓話者に来て頂き、例会の充実に努めたいと思いま

す。そしてまた、下半期では、会員による卓話を中心に

して頂き、お互いの理解を深めていきたいと思います。 

３、会員増強につきましては、引き続き、皆様にお願い

したいと思っています。今日、お客様も来て頂いていま

すが、最終、純増１名を目標とする事に変わりはありま

せん。 

今後も、宜しくお願い致します。 

４、人道的支援に関しましては、東北の災害支援は、今

後も続けていくつもりですし、タイでの図書館の整備な

ど、識字率の向上に役立ちたいと考えています。和歌山

の洪水に関しましては、堺の１３ロータリーとの協力 

関係のなかでの支援や、独自にフェニックスでもタイム

リーな支援が出来、皆が、お役にたてたとの実感を共有

する事が出来、良かったなと思っています。 

５、新世代につきましては、初芝立命館高校のインター

アクトクラブを創設したばかりとは思えない程の関わり

を持てていると感じていますし、今後も、今まで以上に

サポートしていけるものと思っています。 

 

全体的な反省としては、私の会長としての、リーダーシ

ップの未熟さを反省点として、下半期に活かせていきた

いと思っています。 

各委員長の皆様には、それぞれ頑張って頂き、未熟な私

を支えて頂き、本当に有難うございました。 

皆様に感謝申し上げます。 

 

終わりよければ、全てよし！となりますように、今日は、

職場を挙げて、精一杯させて頂き、今年の締めくくりに

したいと思っています。 

 

 

副会長副会長副会長副会長            田中田中田中田中    眞琴眞琴眞琴眞琴    

副会長としてのアドバイスは、上半期いろいろと行いま

したが、反映されていないことが残念です。 

上半期の事を書きますと現理事会を批判することになっ

てしまいますので、未提出（差し控える）としています。 

自分も理事メンバーであることでありますので、責任が

あります。 

下半期は、会長・幹事の手腕を見せていただきたく思い

ます。 

下半期は、相談を受ければアドバイスをしていくように

します。 

是非、国際大会の大勢の参加を期待します。 

福井とのアクションが、遅いのも気になります。 

とにかく、準備とアクションが遅いのが気になります。 

下半期も出来る限り、理事会には、参加させていただき

ます。 

今年もよろしくお願いします。 

    

会長会長会長会長エレクトエレクトエレクトエレクト            石田石田石田石田    得子得子得子得子    

個人的な理由もあり、私にとりまして“アッ”という間

の半年間でした。 

その間 私の今最も気になる“会長の時間”を真摯に聞か

せていただきました。 

その内容は実に具体的で説得力があり大きく事業をされ

ている会長の経験の豊かさと感心しております。 

又、本年度目標の１つであります“親睦の充実”も着々

とその成果を上げている様に思います。 

特に若いメンバーの活躍が素晴らしいと感じます。 

あと半年、勉強させていただきます。 

 

会員増強委員会会員増強委員会会員増強委員会会員増強委員会            河野河野河野河野        強強強強    

・12月の家族例会で会員皆様の協力のおかげで、入会を

見込める「お客様６名」お越し下さいました。 

本当にありがとうございました！ 

下半期への抱負 

・「お客様としてお越し下さいました方々へ、「週報」を

毎月送り、ロータリーを知っていただき一日でも早い入

会を目指します。 

・ 今後の会員増強日にも、一人でも多く「お客様」が 

来ていただけるように、会員皆様に引き続きの協力をお

願いいたします!! 

 

 

 

 



 

 

クラブクラブクラブクラブ広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会                上田上田上田上田    俊夫俊夫俊夫俊夫    

広報は過去に大きなプロジェクトを行った時のみ TV や

新聞に連絡し、大々的に取り上げてもらったが、通常の

活動ではその様な事はしません。 

今年度は IM８組と阪堺電車の共同プロジェクトで電車

の側面にロータリーの啓蒙活動の一環として標語の書い

た看板を付けて走らせたのが広報らしい活動で、その式

典に出席して広報のあり方を学んできました。 

ロータリーの友誌は毎月 RI の指定記事の案内をプリン

トし、友誌に挟んで会員の皆様に案内をしました。 

    

ロータリーロータリーロータリーロータリー情報委員会情報委員会情報委員会情報委員会        片木片木片木片木    修修修修    

 本年度に予定の情報規定委員会は、カウンセラーの成

川守彦パストガバナーと佃光委員長が体調不良のため、

延期となり現在まで開催されておりませんが、特に変わ

ったことはありません。 

 しかしながら、私たちロータリークラブの会員は、国

際ロータリーの組織規定は勿論のこと、地区やクラブで

規定された事項はきっちりと遵守して、規定に反する行

為をすることが無いよう心掛けなければなりません。 

 良かれと思ってしたことが、これらの規定に違反する

こととなり、地区やクラブ並びにクラブ会員に迷惑をか

けることもありますので充分に注意して、明るく規律あ

るクラブづくりに努めて頂きたいと思います。 

    

奉仕奉仕奉仕奉仕プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト委員会委員会委員会委員会    中野中野中野中野    一郎一郎一郎一郎    

職業奉仕については、ロータリーの綱領を松本委員長が

率先して例会時に唱和されております。又会員による自

身の職業についての卓話も頂戴しております。 

 

社会奉仕については、今年度発生しました東日本大震災、

和歌山地区を襲いました洪水被害に対し、自クラブの災

害支援活動以外にも2640地区全体の取り組みやＩＭ8組

の事業に多数の会員様の人的、物的協力を頂き感謝申し

上げます。 

特に三村委員長はじめ委員会の皆様にはご苦労をお掛け

しております。 

 

新世代奉仕については、岡田委員長、中井副委員長が中

心となりインターアクトクラブのサポートに御尽力頂い

ており委員会の活動に敬意を表します。 

 

国際奉仕については、タイにおける識字率向上支援とい

うことで現地ホアヒンの小学校にて図書寄贈をする予定

ですが、図書館の建設事業が絡んでおりますので完成を

待っている状況です。5 月の世界大会に合わせて多数の

会員に現地視察、検証、贈呈式典の参加をお願いしたく

考えております。 

以上、短い時間ですのでご報告漏れがあるかと思いま

すが上半期報告と下半期の抱負といたします。 

    

クラブクラブクラブクラブ管理運営委員会管理運営委員会管理運営委員会管理運営委員会        犬伏犬伏犬伏犬伏    幸代幸代幸代幸代    

今年度は、会長の方針であります 家族の結びつき、姉妹

クラブとの親睦、会員同士の親睦を深めるため、親睦委

員会と協力し、会員の皆様のおかげで上期には、福井フ

ェニックスRCとの親睦ゴルフ大会、秋の家族親睦会、ク

リスマス家族例会を行う事が出来ました。下期には、福

井フェニックスRCと合同例会、タイルンピニRCとの親

睦も深めたいと思っております。 

また、会報委員会のおかげで魅力のある週報作りが出来

ました。今後もクラブ・地区の告知や情報を会員皆様に

行き渡るように工夫したいと思います。 

    

親睦友好親睦友好親睦友好親睦友好クラブクラブクラブクラブ委員会委員会委員会委員会    副幹事副幹事副幹事副幹事        向井向井向井向井    利之利之利之利之    

本年度は、吉川会長の方針であられます、 

『親睦に力を入れたい！』と言う事でした。 

その思いがあり、今年度は秋の家族会、クリスマス家族

例会などを皆様のご協力の元に行いましたが、不慣れな

ばかりに、いつもバタバタしていました。 

でも、皆様の多大なるご協力、ご支援を頂いて、事が上

手く運べました。皆様のおかげです。 

 有難うございました。 

この上半期の反省点を生かし、下半期は早々の段取りで

皆様に連絡し、家族・姉妹クラブ・会員同士の親睦を工

夫して企画を立て、実行へと行なえる様にと思っており

ます。 

また来年も色々なご協力の程、宜しくお願い致します。 

    

ロータリーロータリーロータリーロータリー財団委員会財団委員会財団委員会財団委員会    酒井酒井酒井酒井    誠誠誠誠    

先月のロータリー月間に際し、皆様から多大なご寄付を

賜り、誠にありがとうございました。 

また、地区からロータリーカードの普及依頼が来ており

ますので、本日重ねて皆様に本カードの作成を依頼させ

て頂くしだいです。 

世界のロータリーアンが、１０，０００円の支払いをカ

ード決済すると２６０万円が財団に寄付されます。 

何卒、よろしくお願い致します。 



 

 

会会会会    計計計計                田中田中田中田中    範子範子範子範子    

会計は「一般会計」「奉仕会計」「クラブ協力金」の３つ

の銀行口座と「小口現金」で運営されています。それぞ

れを出納帳によって管理し、収支の明細を毎月の会計報

告によって明らかにしています。各口座の収支を出納帳

で管理することで大変判りやすくなりました。 

長期欠席の会員は今期前期を以て退会となり、滞納の会

費は全額納めていただきました。後期は、会員 27 名で

運営されます。 

後期も、クラブの運営がスムーズに行われるように適切

な財務管理を行っていきたいと思っております。皆様の

ご協力をお願い致します。 

 

ＳＳＳＳ....ＡＡＡＡ....ＡＡＡＡ            中井中井中井中井    昭宏昭宏昭宏昭宏    

１年間の計画を考え、やってまいりましたが、例会変更

等もあり、みなさまには大変ご迷惑をおかけしました。

しかし急な変更にもかかわらず、ご協力を頂き、感謝し

ております。吉川会長の親睦に力を入れたいと言われて

おりましたのに、なかなか遂行できず、下半期で何か実

行出来たらと思っております。 

下半期には地区大会と国際大会がございます。SAA とい

たしましては、プログラムの充実をより一層励みたいと 

思いますので、ご支援、ご協力の程お願い致します。 

 

幹幹幹幹    事事事事            田辺田辺田辺田辺    弘樹弘樹弘樹弘樹 

上半期は、幹事とは何か、どういう働きをすべきかを学

ぶことに、多くの時間が必要でした。 

またそれによって、諸々のご迷惑をおかけしたことを、

まずもってお詫びいたします。 

その中で学んだことは、ロータリークラブおいての物事

の順序や理。 

人間関係とその中で物事を進める難しさでした。 

各委員会に対して、細かな気配りができなかったのも心

残りでした。 

下半期は、幹事としての仕事を滞り無く進めるとともに、

各委員会活動のサポートができるよう、努力する所存で

す。 

その締めくくりとして、皆様で国際大会を楽しみ、喜び

を分かち合えればと思います。 

下半期もどうぞ宜しくお願いします。 

 

 

ニコニコ報告        担当  中井 崇嗣 副 SAA 

上半期を終えまして、反省すべきは私のみと思ってお

ります。“終わりよければ全てよし”今日はどうぞ楽しんで

ください。来年もいい年でありますように！！  

                  吉川 美幸 会長 

貝山様、福地様 本日はようこそおいで下さいました。

期待しています。 

    石田 得子 会長エレクト 

今年度も半期が終わり、会長 幹事さんも一寸一息です

ね。後半も皆力を合わせて頑張りましょう。 

            上田 俊夫 会員 

吉川会長、田辺幹事、お蔭様で楽しい上半期でした。

本日は素晴らしいフェリーチェをたっぷり見学させていた

だきます。ありがとうございました。 

                                     小野 晃範 会員 

皆様、本年はどうぞよろしくお願い申し上げます。熊

取 敬子さん何時でも例会に来て下さいね！ 

                           京谷 知明 会員 

メリークリスマス！そして一足お先にハッピーニュー

イヤー！！大阪のため、日本のためそして世界のためにひ

とりひとりが“力”を合わせれば必ずや明るい未来に繋が

ることを信じて                  小林 雄志 会員 

本日は今年最後の例会です。皆様と共に楽しく過ごさ

せていただきたいと思っておりました所、熊取 敬子さんの

退会を聞いて大変残念です。 

田中 範子会員 

早いもので今年も最終例会を迎え、出席させて頂く事

が出来ました。ありがとうございました。  

                          辻野 美智子 会員 

貝山さん、娘様の愛莉さん、福地様、ようこそ堺フェ

ニックスへ。上半期が終わりご協力ありがとうございまし

た。堺市内でもインフルエンザのシーズンとなりつつあり

ます。ご自愛下さい。               中井 昭宏 会員 

本日初めてこちらのフェリーチェ三国ヶ丘に来させて

頂きました。とても素敵な施設に感動しました。素晴らし

い会場を提供して頂き、ありがとうございます。 

                                      中井 崇嗣 会員 



 

 

今年最後の例会、吉川会長お世話になります。貝山様、

福地様、ようこそ堺フェニックスへ！皆様、来年もよろし

くお願いします。岡田様、マレーシア訪問ご苦労様です。 

                             中野 一郎 会員 

吉川会長、田辺幹事、半年間ご苦労様でした。また、

最終例会にフェリーチェ三国ヶ丘を借用ありがとうござい

ます。                                三村 文男 会員 

皆さま、クリスマス家族例会は楽しんで頂けましたで

しょうか？盛上げ隊の皆様、ありがとうございました！今

年最終例会です。色々反省も有りますが、来年も頑張りま

すので宜しくお願いします。吉川会長、今日は素晴らしい

会場のご提供を有難うございます。         

       向井 利之 会員 

お一人お一人に御礼と御詫びを申し上げなくてはいけ

ませんのに欠席の無礼をお許し下さい。やっと決心致しま

した。今夜で退会させて頂きます。色々と有難うございま

した。                                熊取 敬子 会員 

上半期大変ご迷惑をお掛け致しました。下半期少しで

も円滑に進むようがんばります。 

                                     田辺 弘樹 幹事 

 

    

    

    

    

RI2640D次期地区研修リーダーPG 米田眞理子    

 

 12 月 23 日次年度のため

の会長エレクト勉強会が関

西エアポートゲートタワー

ホテルにて開催されました。 

 石田得子会長エレクトが

出席され、熱心に一日研修

を修了されました。 

上田俊夫次期地区代表幹事が素晴らしい司会進行役を務

められ、北中ガバナーエレクトの初セミナーデビューを

大成功裡に導かれました。当日は堺フェニックスＲＣか

らたくさんのお手伝いを頂きありがとうございました。

次年度に向けて講演があり、ロータリー財団の未来の夢

計画（亀岡ＰＤＧ）ロータリーの歴史（米田ＰＤＧ）に

引き続き、グループディスカッション。大澤ＤＧ様から

は次年度の会長は幸せ者だ、素晴らしい勉強会だった、

とお褒めの言葉を頂きました。岡田副代表幹事、小野地

区幹事、京谷地区広報委員長、中井昭宏地区幹事、向井

利之地区幹事はじめ多くの会員の皆様方、お手伝いと研

修参加に大活躍でご苦労様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2640 地区奉仕プロジェクトカウンセラー                   

直前ガバナー 米田眞理子 

 

 

 

12月25日午前8時30、初芝立命中学高校インターアク

ト 10 名他地区内インターアクターとロータリアン合わ

せて83名がマレーシアに向けて関空から出発しました。 

 早朝から、大澤徳平ガバナーのお見送り、向井次期幹

事のお見送りもあり、岡田地区副代表幹事・ガバナー事

務員細川志帆さんもマレーシアへ同行しました。素晴ら

しい成果を修めて、帰国は12月29日の予定。近年にな

い多数の参加人数です。 

インターアクトクラブ4クラブが昨年度から新設された

こともあり、活気が感じられました。我がクラブのイン

ターアクトクラブは最高の参加人数です。インターアク

トクラブの海外研修で国際交流・理解・親善を推進いた

します。 

RI2640DRI2640DRI2640DRI2640D””””2012201220122012－－－－2013201320132013年度年度年度年度のためののためののためののための    

「「「「会長会長会長会長エレクトエレクトエレクトエレクト勉強会勉強会勉強会勉強会」」」」開催開催開催開催    

 

12121212月月月月25252525日日日日    ””””海外研修海外研修海外研修海外研修    ””””ＲＩＤＲＩＤＲＩＤＲＩＤ２６４０２６４０２６４０２６４０    

インターアクターインターアクターインターアクターインターアクター・・・・ロータリアンロータリアンロータリアンロータリアン 83 83 83 83名名名名    

    マレーシアマレーシアマレーシアマレーシア・・・・ペナンペナンペナンペナンにににに向向向向けてけてけてけて出発出発出発出発 



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 RI2640D次期地区研修リーダーPG 米田眞理子    

 新春1月7日にリーガロ

イヤルホテル堺に於いて、

北中登一ＤＧＥご夫妻の壮

行会が盛大に開催されまし

た。堺フェニックスＲＣか

らは上田俊夫次期地区代表

幹事、岡田正一地区副代表

幹事、小野晃範地区幹事、

片木地区財務委員、京谷知明地区雑誌広報委員、中井昭

宏地区幹事、向井利之次期クラブ幹事、米田眞理子ＰＤ

Ｇ次期地区研修リーダー、山田真樹直前地区幹事の合計

９名が参加してまいりました。53名参加という大盛会で、

国際協議会の映像ならびにＰＤＧご夫妻方々の激励スピ

ーチで大変盛り上がりました。最後に北中ＤＧＥに山田

真樹から花束を贈呈して激励させていただき、和やかに

閉会しました。1月15日国際協議会へご夫妻でご出席の

ため、サンディエゴへ向けて伊丹からまず成田へ出発さ

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際協議会は、次年度に地区内のロータリアンを導いて

いく地区ガバナー・エレクトに、ロータリーに関する豊

かな情報や知識を与えると同時に、感動と意欲を与えま

す。 

本会議、グループ討論、親睦活動を通じて、ガバナー・

エレクトは次年度の就任に向けて実践に役立つ情報が得

られます。この研修会合では、RI会長エレクトとロータ

リー財団管理委員長エレクト、および元 RI 会長、現 RI 

理事、元財団管理委員長といった他のロータリー・リー

ダーによる講演が行われ、これらの経験豊かなロータリ

アンと知識や経験を分かち合うことができます。参加者

には、世界各地の他のガバナー・エレクトと情報やアイ

デアを交換し、将来の合同プロジェクトの計画を温め、

生涯にわたる友情と親睦を築く絆を結ぶ機会が提供され

ます。 

 

参加者：  地区ガバナー・エレクト 

会場都市： 米国カリフォルニア州サンディエゴ 

開催日：  ２４年１月１５日から２２日  

 

２２年は私が参加してまいりました。２３年は地区の

DGE 選任ミスで我が地区からは誰も参加できませんでし

た。２４年北中氏が参加します。 

２２年の出発の折には、クラブ皆様の温かいご支援で、

伊丹での見送りの会を開催していただきありがとうござ

いました。懐かしく思い出しております。 

            直前ガバナー 米田眞理子 
 

北中登一北中登一北中登一北中登一ガバナーエレクトガバナーエレクトガバナーエレクトガバナーエレクトごごごご夫妻夫妻夫妻夫妻のののの壮行会壮行会壮行会壮行会 

１１１１月月月月１５１５１５１５日日日日からからからから国際協議会国際協議会国際協議会国際協議会がががが始始始始まりますまりますまりますまります。。。。    

 


