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本日の例会 （第 698 回例会） 

2012 年 1 月 26 日(木)18 時 30 分 

場所：ホテル第一堺 3 階 

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フェニックスフェニックスフェニックス RCRCRCRC のののの歌歌歌歌」」」」    

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 

出席報告出席報告出席報告出席報告        中井 崇嗣 副 SAA 

委員会委員会委員会委員会報告報告報告報告    

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告         田辺 弘樹 幹事 

卓卓卓卓            話話話話                                小野 晃範 会員 

SAASAASAASAA 報告報告報告報告                            河野 強  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 699 回例会） 

2012 年 2 月 2 日(木)18 時 30 分 

場所：ホテル第一堺 3 階 

各種お祝い  クラブフォーラム 

第 8 回定例理事役員会 

第 2 回次年度理事役員会 

次々回の例会予告（第 700 回例会） 

2012 年 2 月 9 日(木)18 時 30 分  

場所：ホテル第一堺 3 階      

卓話 岡田 正一 会員 

 

入会式 

本日の卓話 

「私と職業」ＨＰＶワクチン 

小野 晃範 会員 

お客様 

 長期交換奨学生 エレン様 

 

各種お祝い 

会員誕生日 

今野  華 田中 範子 片岡 富美子 貝山 香純 

ご家族様お誕生日 小野 伸美 様 片岡 一朗 様 

会員記念日 片岡 富美子 創業記念日 犬伏 幸代 
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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    「「「「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」」」」                            ソングリーダー 向井 利之 親睦委員長 

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   松本 美和子 社会奉仕委員長 

 

 

 

 

    

入会入会入会入会のののの挨拶挨拶挨拶挨拶           貝山 香純 

皆様こんにちは。 

株式会社シーエムエス 代表取締役 貝山香

純と申します。 

入会を勧められ約1年考え抜いた結果、片木

パスト会長、中井先生の推薦にて今回入会の

運びとなりました。 

入会を1年考えたのは私自身20代ということで、社会に出て間も

ない私では、皆様の奉仕活動の妨げとなると思い首を縦に振ること

ができなかったのです。ですがある方のご助言をきっかけに今回入

会を決意いたしました。 

『ロータリー活動とは地域に奉仕すること。また、ネットワークを

広げ、新しい友人を作り、国際的な関係を構築することでもある。』 

と、私が看護学生の頃よりお世話になっております堺清陵RC所属

の渭東先生よりご助言をいただきました。 

そのほか諸先輩方より『地域に奉仕するのに年齢は関係ない事、医

療系職種は同職種間のつながりはあるものの、他職種とのつながり

は少なく内だけでなく外を見る目を養うこと、ロータリーを通じて

自身の成長もしなさい』ということも私に教えて下さいました。 

そして、私の会社名は『ＣＭＳ』といいます。これは『Community 

Medical Support．lnc 和訳すと地域医療支援』を略したもので

す。私は訪問看護師として、地域に医療・看護・介護を通じて奉仕

ができればという思いよりつけました。ロータリーも考え方は同じ

だと思っております。 

今後は、一社会人として一ロータリアンとしての諸先輩方の足手ま

といとならぬよう、しっかり勉強していきたいと思っております。

若輩者で何かとご迷惑おかけすることもあるかと思いますが、何卒

温かい目で見守っていただき、時に厳しいご指導とご助言を頂ける

と嬉しいです。堺フェニックスロータリークラブの皆様、よろしく

お願いいたします。 

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、あらためまして明けましておめでと

うございます。 

今日、新入会員をお迎えする事が出来、嬉し

い気持ちでいっぱいです。 

フェニックスロータリーの明るい今年度を思

い浮かべられる様な門出です。この様な気持

ちで新年のスタートをきる事が出来、感謝申し上げます。 

貝出会員は、私と同じく医療、介護に携わった仕事です。 

同業者として、女性として、仕事、家庭、ロータリー活動が、両立

できます様、無理をしない範囲で、頑張って頂きたいとおもいます。 

貝山会員が一日も早くこのクラブに馴染んで頂けます様に、皆様ど

うぞよろしくお願い申し上げます。 

東日本大震災や、福島の原発事故に象徴される激動の平成23年

が終わり、新しい年を迎えました。 

まだまだ復興には程遠く、私達フェニックスロータリーとしても、

すべき事は残っていますが、短期的な事だけでなく長いスパンで支

援を続けなくてはいけないと思っています。 

上半期が終わって折り返し時点が過ぎ、ホッとしていますが、これ

からの下半期すべき事はまだまだ山積みされています。気持ちの面

ではゆとりをもってすべき事は、しっかりスピード感を持ってやっ

て行きましょう。 

さて、今年の干支は、辰です。辰（龍）についてちょっとお話

しをします。 

日本の人口、1億2773万人の中に辰年は何人いると思われますか？。 

全人口の約8％の1,022人おられます。 

それはそうですよね。12支ありますので、一つの干支は、大体8％

前後になります。調べてみると、1番多い干支は、牛、2番目は、

羊。3 番目は、さる。4 番目はネズミ。5 番目は、み（蛇）だそう

です。反対に1番少ない干支は、とりです。第2次大戦が終戦した、

1945年が酉年だった事が理由だと思われます。 

皆さん、フェニックスには、27 人中、辰年は何人おられると思

いますか？ 

人口統計からすると、27人の8％なので2人のはずなのですが、何

と！6人もおられました。 

年男は、京谷会員。三村会員。中井 崇嗣会員。岡田会員。上田会

員。年女は、石田会員でした。この数は、全体の 22％にもなり、

お客様のご紹介 

地区青少年ライラ委員長 

堺フラワーRC 副幹事  仲峯 豊 様 



 

 

世間一般からすると、3倍にあたります。 

辰年の特徴は、正義感が強く、信用を重んじるという事らしいです。

その性質を持った人が、3倍もおられる、堺フェニックスは、すご

いともいえますね。ちなみに、次に多いのは、さるでした。 

さるは、世間の2倍の15％で、4人でした。 

龍というのは、十二支の中では、唯一実在しない架空の想像上の

生物です。しかしながら、この想像上の動物を見た人がいます。 

昨年秋に来日した、プータンのワンチュク国王です。国王は、福

島県の小学校を訪問したときに、「皆さんは龍をみたことがありま

すか？」と子供達にたずねて、私はありますと言われたそうです。

国王は、驚く子供たちに対して、龍はみんなの心の中に存在すると

言う話をしました。このニュースを聞いて、国王の話や人柄に大き

な感銘を受けた人たちは多かった様でニュースになりました。 

古来、プータンだけでなく、日本や、中国を含む東アジア一帯で、

龍は縁起の良い生き物とされていました。 

今日、化学進歩した世界では、龍はあくまで想像上の生き物です。

が、人類の長い歴史のなかでは実在すると信じられていた時期のほ

うが、長かったと言えます。龍を目撃する事は、吉兆・縁起の良い

しるしとされ、事実お目出度い席では、多くの目撃談が出たりした

そうです。もちろんこれらの目撃談は、現代の常識から照らし合わ

せたら、嘘・間違い・がさネタの類でしょうけど、それらの話を真

実かもしれないと思わせるその時代の常識があったのだと思いま

す。東洋人の心のなかに、生きた龍は神に準じる存在だったともい

えると思います。 

中国では伝統的な神獣として尊ばれ、日本でも龍神として古くか

ら民間信仰されています。龍は水中深くに棲み、時には天空に上っ

て巨大な霊力を発揮するとされています。 

龍の関連語には「登竜門」と言う言葉がありますが、「竜門」と

は中国の黄河中流にある激流のことで、そこを登り切った鯉は龍に

なるという言い伝えに由来するとのこと。 

物事を成し遂げるためには、厳しい試練を乗り越えなければならな

いという意味であります。 

一方、西洋では、イメージは全然違う様です。 

西洋ではドラゴンといって、不吉な存在であったり、悪魔の使いで

あったりすることが多いようです。 

映画でも、昔、イヤー・オブ・ザ・ドラゴンと言う、今年にピッタ

リの題名の映画がありましたが、ニューヨークのチャイナタウンの

マフィアの抗争を描いていて暗いトーンの映画でした。 

東洋の龍と、西洋のドラゴン。人々が抱くイメージは全く異なり

ます。日本の政治、経済は今までにないほどの大きな困難に直面し、

私達それぞれの業界は、目前の流れは極めて厳しいとは思われます。 

私達、医療界も、今年、医療の診療報酬、介護報酬のダブル改定

があります。この経済が大変な今、社会保障費が上がる事は期待で

きません。平成24年が東洋で言う辰の年になるのか、西洋のドラ

ゴンの年になるのかはわかりませんが、時には励まし合いながら年

末には皆で東洋で言う、龍門をくぐれています様、頑張りましょう。 

今年がいい辰年でありますようにお祈り申し上げて会長の挨拶

と致します。 

 

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 

今週今週今週今週のののの配配配配布物布物布物布物 下半期会費諸経費納入のお願い、1 月度理事役員会

報告、ロータリーの友1月号、新春合同例会欠席者に当日のプログ

ラム 

回覧物回覧物回覧物回覧物 ガバナー月信1月号、 田中作次RI 会長エレクトより RI テー

マの発表と呼びかけ、16 日に行われた 2012 年国際協議会の開会本

会議で、田中作次 RI 会長エレクトが次年度の RI テーマを発表し、「奉

仕を通じて平和を」築いていくよう、ロータリーの次期地区ガバナーに

呼びかけました。2月4日5日青少年ライラ研修セミナーご協力のお

願い、日本ロータリーゴルフ大会の案内 

近隣近隣近隣近隣クラブクラブクラブクラブ例会変更例会変更例会変更例会変更のののの案内案内案内案内    

堺フラワーRC 1月28日(土)は同日新年会例会、場所：「喰快」大

阪府貝塚市半田760-1 時間：18：30～  

2月4日(土)は同日、場所：大阪府羽衣青少年センター 

2月18日(土)は同日、親睦委員会旅行と変更 

 

委員会委員会委員会委員会報告報告報告報告        上田 俊夫 クラブ広報委員長 

ロータリー文庫通信(292 号)12 月号 

ガバナー月信より ２ｐ「10月職業奉仕月間

に因んで」 米田眞理子直前ガバナー 

ロータリー友１月号にも  米田眞理子直前ガバ

ナーの俳壇が掲載されました。 

長期派遣奨学生エレンさんは、1月20日

(金)21 時関空に到着されます。迎えは、

上田ご夫妻、田辺幹事、向井次期幹事。 

    

    

岡田 正一 新世代奉仕委員長 

IACIACIACIACマレーシアマレーシアマレーシアマレーシア海外研修海外研修海外研修海外研修        

 “マレーシア国際理解の旅”に12月25日よ

り29日まで参加。参加クラブは公立高校の松

原高校を除き13校。参加生徒59名顧問の先

生16名ロータリー関係8名の合計83名の参

加でした。 

訪問先はマレーシア アロスターロータリークラブです。山崎イン

ターアクト委員長の所属であります河内長野RCと姉妹クラブであ

り、また、幹事校が清教学園高校で、提唱クラブが河内長野RCで

あった事から決定されました。 

在籍者      ２７名 出席者    ２０名 

出席計算会員   ２４名 欠席者     ６名 

出席免除者     ５名 免除出席者    1名 

先々週修正出席率  ６３．０％ 出席率    ７７．８ ％ 



 

 

マレーシアマレーシアマレーシアマレーシアのののの紹介紹介紹介紹介    

 マレー半島の中央部に位置する。南端はシンガポール、北部はタ

イに国境を接する場所にある。面積は日本とほぼ同じ。人口は2800

万人で、首都クアランプールは180万人。訪問先のアロスターは堺

市と同程度の70万人強の人口である。マレー系インド系中国系の

人種によりなっており、それぞれの文化・宗教の違いがある。 

2020 年には先進国入りを目指し頑張っているが下水道の普及が遅

れており河川は白濁しており、多少衛生面で問題がある。9つの州

からなっており、それぞれの州に王様がいる。王様の頂点として国

王がいるが、臨番制である。訪問したペナン州アロスター出身の王

様が国王を努めていた。 

行程行程行程行程とととと研修研修研修研修    

 第１日目は、終日関空とペナンへの移動であった。第2日目は、

イギリスが統治していた時よりの貿易地として栄えたペナン島を

見学。ペナン島はアジアのリゾート地としても有名である。午後３

時半よりホストファミリーとの顔合わせまでの時間、ジャパンナイ

トに於ける各参加校が練習を行った。予定通りの時間にホストファ

ミリーの引き合わせがあり、インターアクターはホストファミリー

宅へ移動。１７時半よりマレーシアナイトで再集合し、250余名の

パーティとなった。アロスターインターアクトクラブ員による歌、

ダンス等が披露され、盛大なパーティであった。 

アロスターRC30名余りの会員に対し、53名のホームステイの為に、

先方インターアクター家族、ロータリアンの友人等の協力を得た事

が印象に残る。第 3 日目は、午前中王宮を見学。アロスターRC の

関係もあり、王宮の外観だけでなく建物の中まで案内された上、軽

食のもてなしを受け、感激した。午後は国際交流会で、各インター

アクト校が趣向を凝らせた紙芝居、日本文化の紹介、ゲームの披露

があり、参加者全員が楽しんだ。夕刻18時よりジャパンナイトが

催され、前日同様250名の参加があった。日本よりクイズ、バルー

ンアート、歌の披露があり、絶賛された。第4日目は、ペナンより

クアランプールへ移動。夕刻からはショッピングと夜景を楽しんで

帰国の途についた。 

参加インターアクターのスピーチは全て英語であり、無難に消化し

ており、英会話にも自信がついたのか、多くの参加者より、次年度

も是非参加したいと強い希望があった。前年度の韓国訪問が大きな

反響を呼び、今回の大訪問となったと考えます。 

5大奉仕に新世代が加わった事からも、今後も青少年活動の一環と 

してインターアクトクラブを支えて行きたいと思います。 

 

中井 昭宏 新世代奉仕副委員長    

インタインタインタインターアクトーアクトーアクトーアクト海外研修報告会海外研修報告会海外研修報告会海外研修報告会    

初芝立命中学高等学校インターアクター１０

名と堺フェニックス RC からは岡田正一副代

表幹事が、インターアクトマレーシア海外研

修に参加されました。その報告会が開催され

ます。ホスト校は初芝立命館高等学校、初芝

立命館中学校、初芝橋本高等学校です。当ク

ラブがスポンサーをしております。初芝立命館高等学校のインター

アクターにとっては初めてのホスト校を担当します。会員のみなさ

まの応援、ご協力をお願いいたします。 

日時 ：２０１２年２月１９日（日曜日）１０：３０～ 

場所 ：初芝立命館中学高等学校 

初芝初芝初芝初芝立命館高等学校立命館高等学校立命館高等学校立命館高等学校インターアクトインターアクトインターアクトインターアクト例会例会例会例会    

 1月24日 吉川美幸会長 

 1月31日 中野一郎会員・向井利之会員 

 2月 7日 田辺弘樹幹事・河野 強会員 

 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 

 2月21日 田辺弘樹幹事・辻野美智子会員 

 3月13日 米田眞理子直前ガバナー 

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。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。 

初芝立命館高等学校初芝立命館高等学校初芝立命館高等学校初芝立命館高等学校インターアクトインターアクトインターアクトインターアクトのののの活動支援活動支援活動支援活動支援！！！！    

ペットボトルキャップを集めて、ガーナ共和国に医療援助をおこな

っています。ワクチンの支援です。ご自宅、ご近所でペットボトル

キャップを集めて頂きますようにお願いします。 

第第第第31313131回回回回RYLARYLARYLARYLA研修研修研修研修セミナーセミナーセミナーセミナー開催開催開催開催のごのごのごのご案内案内案内案内    

RYLA救護責任者 医師 中井昭宏 

RI２６４０D のロータリー青少年指導者養成プログラムが開催さ

れます。ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA）は、ロー

タリーが実施する若者たちのための研修プログラムです。RYLA の

対象となるのは年齢 14～30 歳の青少年です。 RYLA は、リーダー

シップ、良き市民、人間としての成長を強調しています。RYLA の

目標は次の通りです。  

ロータリーの青少年への尊重や配慮を身をもって示すこと 。 

選ばれた青少年や潜在性を有する将来の指導者に対して効果的な

研修を与えること。青少年による青少年への指導を奨励すること。  

地域社会に尽くしている青少年を公に表彰すること。  

日 時 ： 2012年 2月4日（土）5日（日） 

場 所 ： 大阪府羽衣青少年センター 

また、当日の緊急時の救護体制が決まりましたのでご報告いたしま

す。ロータリーの会員である医師、看護師が初期救急は対応し、高

次医療機関への搬送が必要な場合に下記の地域の医療機関が協力

をして下さいます。 

協力医療機関 

 ペガサス馬場記念病院 西区船尾町東4丁244 

 生長会 府中病院   和泉市肥子町1-10-17 

 同仁会 耳原総合病院 堺区協和町4丁465 

 仁愁会 吉川病院   北区東三国ヶ丘町4-1-25 

 ナカイ クリニック  西区浜寺元町1-120-1 

米田眞理子直前ガバナー、吉川 美幸会長、田辺弘樹幹事、上田俊

夫次期代表幹事、小野晃範地区幹事、岡田正一地区副代表幹事、京

谷知明地区広報委員長、向井利之地区幹事、河野 強会員増強委員

長、RYLA救護責任者 医師 中井昭宏地区幹事、RYLA救護副責任者 

貝山香純、中井崇嗣が参加します。 



 

 

卓卓卓卓    話話話話                          直前会長 片木 修 

｢｢｢｢財政財政財政財政のののの現状現状現状現状とととと国税国税国税国税についてについてについてについて｣｣｣｣    

    

 最近、消費税の増税問題を含め、

我国の財政の現状と税制のあり方

についての論議が活発に行われる

ようになりましたので、本日はこ

れについてのお話をいたしたいと

存じます。 

 本日お話する内容は、財務省が発表した「日本の財政

関係資料（平成23年度3次補正後予算 補足資料）」ほ

かの財務省発表の資料に基づいておりますので、更に詳

しく知りたい方はインターネットでお調べいただきます

ようお願いいたします。 

 先ず、お手元の配賦資料をご覧いただきたいのですが、

平成２３年度一般会計の３次補正後予算の歳出総額は、

１０６兆３千億余円で、その内訳は国債費、社会保障、

地方交付金が合計で６９兆９千億余円となり、全体の６

５．７％を占めており、その余が公共事業、文教科学振

興、防衛費、その他となっております。 

 一方、この歳出に見合う歳入の内訳を見ますと、租税

及び印紙収入は４０兆９千億余円で全体の３８．５％に

過ぎません。公債金収入が５５兆８千億余円、税外収入

のその他収入が９兆６千億余円で、この合計が全体の６

１．５％を占めております。 

 つまり、歳出総額の過半数を公債金収入に頼っている

わけで、この傾向は平成２１年度以降、顕著となりまし

た。勿論平成２３年度は東日本大震災関係予算が１５兆

余円ありますが、これを除いても半数近い歳入を公債金

収入に頼る予算編成は平成１０年の橋本内閣以降、継続

しており、一向に改善の傾向は見られません。 

 一般会計の歳出の公債依存度は、４の「一般会計にお

ける歳出・歳入の状況」のとおりです。このような我国

財政を家計に例えればどなるかということを３に例示し

ておりますのでよくご覧ください。 

 平成２３年度の公債残高は６７６兆円と見込まれてお

り、これは近年の租税収入で計算すれば、１５倍以上の

金額であり、よく破綻せずに続いてこられたものと感心

しますが、その原因は金利の低下にあることが、よく判

ります。７の「利払費と公債残高」をご覧ください。昭

和５１年には７．６％であった公債の利率が、平成２２

年では１．３％となっております。この低金利政策に支

えられて持ちこたえてきたことがよく判ります。 

 そこで、租税収入について「国税収入の累年比較」を

ご覧ください。ここには平成１４年から平成２３年のま

での国税収入が税目別に記載されております。この期間

の最高の国税収入があったのが平成１５年の５４兆１千

億余円で大体４１兆余円から５０兆円前後に推移してお

ります。 

 この表で注目していただきたいのが、直接税の法人税

の推移です。法人税はバブル期の昭和６３年から平成２

年ごろは１８兆余円から１９兆円近くまでありましたが

バブルがはじけてからは減少、その後は１０兆円弱とな

り横ばいの継続で、今後も大幅な増収は期待できません。

申告所得税もバブル期のような不動産の譲渡所得もなく、

２兆５千億円前後で期待できず、源泉所得税も給与ベー

スの横ばい、人材派遣業等の影響でややもすれば、低下

の傾向にあります。 

 ここで、唯一１０兆円前後の安定した税収を確保して

いるのが消費税であることがよく判ります。他の税目の

増収が期待できない折、税率を引き上げることにより確

実に増収が期待でき、増収の金額まで予測できるのが消

費税ということになります。 

増加する社会保障の支出に当てることを条件にして、

消費税の増税を図り財政の健全化を図る狙いがここにあ

ります。 

このような我国の財政の現状では、好むと好まざると

にかかわらず、消費税の増税は避けて通れない道ではな

いかと思われます。 

 財務省は、社会保障の安定財源確保の基本的枠組みと

して 

①消費税収を主たる財源とする社会保障安定財源の確保 

②消費税収の使途の明確化 

③国・地方を通じた社会保障給付の安定財源の確保 

④消費税率の段階的引き上げ 

を掲げております。 

また、税制全体の抜本改革については社会保障改革の

進め方との整合性にも考慮しつつ、 

①個人所得課税については、格差の是正や所得再配分機

能等の回復のため、各種控除の見直しや税率構造の改

革、番号制度を前提に社会保障制度の見直しと併せて

検討する。 

②法人課税については、国際競争力の維持・向上に留意

しつつ課税ベースの拡大等と実効税率の引き下げを

図る。 

③消費課税については、逆進性の問題については給付な

ど総合的に検討するとともに、個別間接税との関係も

検討する。 

④資産課税については、資産再配分機能を回復し、格差

の固定化を防止する観点から課税ベース、税率構造の

見直し等を検討する。 

以上のほか、社会保障・税に関わる番号制度の導入を含

む納税環境の整備等の措置を講ずる旨発表しております。    

    

    

    



 

 

ニコニコ報告        担当  中井 崇嗣 副 SAA 

こんばんは 久し振りに来させていただきました。新入会の貝山さん、おめ

でとうございます。本日は宜しくお願い致します。ライラ研修セミナーも宜

しくお願いします。  

地区青少年ライラ委員長 堺フラワーRC 仲峯 豊 様 

貝山様ご入会おめでとうございます。ご活躍を期待しています。仲峯青少年

ライラ委員長様、2月4・5日ライラセミナーの成功を心よりご祈念申し上げ

ます。                  米田 眞理子 直前ガバナー 

貝山 香純様、ご入会、本当におめでとうございます。仕事、家庭、ロータ

リーと大変だと思いますが頑張って下さいね。    吉川   美幸 会長 

                                                   

貝山 香純様ご入会おめでとう！末永く宜しくお願いします。本日は卓話の

当番。つたない話ですがよろしく。         片木 修 直前会長 

                                                                                                   

貝山様、本日はご入会おめでとうございます。ロータリーライフ頑張って下

さい。どうぞよろしく。又、創業記念日のお祝い有難うございました。 

                                                  犬伏  幸代会員 

貝山さん、入会おめでとうございます。片木先生卓話楽しみにしております。  

     岡田 正一会員 

美しいお花のプレゼント、妻に有難うございます。 片木先生、本日卓話楽

しみにしております。 貝山様、ご入会心からお祝いいたします。 

小野 晃範会員                                                                          

新年おめでとう御座います。今月は私と息子の誕生日、結婚記念日とたくさ

ん御祝を頂き恐縮です。今年もどうぞ宜しくお願い致します。  

片岡  富美子会員                                                                         

貝山さん、入会おめでとうございます。宜しくお願いします。上田先生、明

日からの留学生のお世話ありがとうございます。片木先生、卓話楽しみにし

ております。                                      京谷  知明会員 

貝山さん、入会おめでとうございます。若い会員様のご活躍を期待しており

ます。本日はお誕生日のお祝いありがとうございます。70の大代に乗ってし

まいました。                                      田中  範子会員  

仲峯様、ようこそお越し下さいましてありがとうございます。片木先生、卓

話楽しみに聞かせて頂きます。宜しくお願い致します。貝山様、ご入会おめ

でとうございます。                       辻野  美智子会員 

今年も宜しくお願いします。貝山様、ご入会おめでとうございます。今後と

も宜しくお願いします。片木直前会長、先日のカラオケ楽しかったです。お

世話かけました。                                 中野  一郎会員 

貝山様、ご入会おめでとうございます。がんばりましょう。堺地区インフル

エンザ大流行です。体調管理にお気をつけ下さい。    中井  昭宏会員 

                                                                                   

貝山様ようこそ！これから一緒に頑張っていきましょう！ 

                                                  中井  崇嗣会員 

今年度も宜しくお願いします。仲峯様、ようこそお越し下さりありがとうご

ざいます。片木直前会長、税の資料頂き、卓話をしっかり聞かせて頂きます。

貝山新会員、お若いのにしっかりした方でびっくりしました。これから楽し

みです。宜しくお願いします。                      松本  美和子会員 

                                            

貝山様、ロータリーを楽しみましょう。片木直前会長、今日はよろしくお願

いします。                                        三村  文男会員 

仲峯様、ようこそ！貝山さん、これから一緒に頑張って行きましょう。 

              向井  利之会員 

 

１１１１月月月月２２２２２２２２日日日日ににににRLIRLIRLIRLIパートパートパートパートⅢⅢⅢⅢがががが開催開催開催開催されましたされましたされましたされました。。。。    

    日本ＲＬＩ２６４０地区代表委員 米田眞理子 

 １月２２日、震災支援活動で延期になっていたＲＬＩパートⅢが

開催されました。早朝から、堺フェニックスＲＣの会員の皆様には

会場設営等ご準備のお手伝いをしていただき心より御礼申し上げ

ます。今回で３つのパート修了者には、修了書と認定バッチがクラ

ブに届きます。例会で表彰していただけるようにお願い申し上げま

す。もちろん次も引き続きパート１～パートⅢまで参加して下さい。 

 今回のパートⅢは、非常にレベルが高いので、参加者は少ないで

すがしっかり議論していただきました。たくさんの知識を吸収した

頂き、会議開催のツールも会得されたことと思います。又、新規Ｄ

Ｌに採用された方はメンターのお手本をしっかり学んでいただけ

たと思います。 

 現在、ＲＬＩはＲＩの正式な行事ではありませんが、田中作次Ｒ

Ｉ会長エレクトの地区が事務局を引き受けています。2013 年の規

定審議会で通ればＲＩの正式な研修行事になります。ＲＩのＲＬＩ

に対する要望は高いと思います。 

 ＲＬＩ受講資格は個人に与えられる資格であって、クラブでは是

非リーダーとしてクラブの活性化に活躍していただきたいと思い

ます。大いに学んでいただき、最後にリーダーの評価表を提出して

いただきました。ご苦労様でした。 

石田会長エレクトからの休憩のおやつのお菓子も大好評でした。 

 「最も奉仕するものは、最も報われる」でしょう！ 

 

 

 

 

 

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事務所事務所事務所事務所のののの新新新新しいしいしいしい部屋部屋部屋部屋のののの完成完成完成完成    

                         次期地区研修リーダー  米田眞理子 

 ガバナー事務所に居候していたガバナーエレクト事務所が新たに

一部屋完成しました。上田次期地区代表幹事の下、次年度の準備が

スタートしました。 

国際協議会へ参加されていた北中登一ガバナーエレクトは２３日

無事ご帰国されました。新しい部屋に感激されるでしょう。準備を

手伝ってくださった京谷会員・向井会員・盛岡事務員のご子息さま、

ご苦労様でした。 

 次年度地区役員・地区幹事の皆様方、一度新しいガバナーエレク

ト事務所にお越しください。（ガバナー事務所の隣の部屋です）今

後とも皆様のご支援のほどお願い申し上げます。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

北中登一ＤＧＥは23日夜無事、国際協議会からご帰国さ

れました。大澤ＤＧと米田ＰＧ、上田次期地区代表幹事ご

夫妻とほか２０名ほどでお迎えに行かれました。 

長期派遣交換奨学生 エレンさんは、今週から大阪府立和

泉高校に通学されています。来週号よりエレンさんの紹介

を掲載します。おたのしみに♪ 


