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本日の例会 （第 701 回例会） 

2012 年 2 月 16 日(木)18 時 30 分 

場所：ホテル第一堺 3 階 

司会 中井 昭宏 SAA 

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    

おおおお客様客様客様客様のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介            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                            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    

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                            岡田 正一 

SAASAASAASAA 報告報告報告報告                            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 702 回例会） 

2012 年 2 月 23 日(木)18 時 30 分  

場所：ホテル第一堺 3 階      

卓話 吉川 美幸 会長 

「ロータリー創業記念 世界平和と平和の日」 

 

次々回の例会予告（第 703 回例会） 

2012 年 3 月 1 日(木)18 時 30 分  

場所：ホテル第一堺 3 階      

卓話 三村 文男 

  ３月度各種お祝い 

３月度定例理事役員会 17：30～  

第３回次年度理事役員会 19：40～ 

本日の卓話 

「私とロ－タリー」・・・・ 岡田 正一 ・・・ 

本日のお客様 

株式会社ウォーターリリィ 代表取締役 

            内藤 絵梨奈 様 

ガバナー    大澤 德平   様  

ガバナー補佐 宇瀬 治夫   様  

委員会報告 

新世代奉仕委員会 中井昭宏副委員長 

｢インターアクト海外研修報告会の案内｣ 

～コーヒーブレイク～ 

2 月 2 日 お客様のご紹介 

薬剤師 砂原 孝史 様 

青少年ライラ委員長 仲峯 豊 様 

初芝立命館中学高等学校インターアクトクラブ 

中学顧問 川本 秀樹 先生 

高校顧問 玉井 栄治 先生 

  会計  速水 綾香さん   

長期派遣交換奨学生 エレン ブルックスさん  
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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            「「「「我等我等我等我等のののの生業生業生業生業」」」」    ソングリーダー 向井 利之 親睦委員長    

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  速水 綾香さん

 

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。 

先日は、ライラ研修のお手伝い、お疲れ様で

した。ライラ研修会の日は朝からとっても寒

く、大変だったと思いますが、フェニックス

からは、沢山の会員でお手伝い出来ました。 

詳しくは今日の週報に研修会の事が書かれて

いますので、じっくりとご覧ください。 

この所、インフルエンザも流行っていましたので、開催できるかど

うかと心配されていたとお聞き致しましたが、無事に開催できてよ

かったです。 

エレンさん、初芝立命館の子供達も元気に参加させて頂き、エレン

さんは研修生を代表して上手に挨拶していました。 

特に、大澤ガバナーの取り計らいによる能楽会館での鑑賞は、参加

された皆さん、どよめきが起こるほど感動された様です。 

私の病院は、研修会の時に何かあればという事で、後方支援を仰せ

つかっていましたが、活躍する事がなくホットしています。 

でも、２日目に意識を失って倒れた研修生がおられた様ですが、中

井先生をはじめ、京谷さん、貝山さん達の連携で、大事に至らなか

ったと聞きました。今日の卓話で、研修会に参加された感想をお聞

かせ頂けると聞いていますので、楽しみです。 

話は変わりますが、石田会員、三村会員、中野会員、酒井会員、

田辺幹事と６人で、おとといの火曜日、友好クラブの福井フェニッ

クスロータリーの例会に訪問させて頂きました。 

数か月前、福井フェニックスロータリークラブとの合同ゴルフコン

ペの時以来の顔合わせでしたし、私自身も６～７年ぶりの訪問でし

たので不安でしたが、不安なんて吹っ飛ぶほどの熱烈歓迎をうけま

した。例会も、活発で明るい笑いの絶えない進行で大変勉強になり

ました。 

私自身、真面目―を絵にした様な人間ですので（笑）上半期は固い

路線で進行しましたが、下半期はＳＡＡと相談して楽しみになる様

な卓話なども取り入れ様と考えています。笑いは全てにおいてのス

パイスですね。  

ホテルでの例会の後は、イタリアンレストランを貸し切って、２次

会をして下さいました。大勢の方が集まって下さいました。遅くま 

 

 

 

でワイワイガヤガヤと、かにを食べワインを飲みイタリアンを頂き、

楽しく過ごさせて頂きました。 

私は生まれて初めて、地元ゆえの珍しい水カニを食べました。 

松葉カニになる前の、脱皮したばかりの甲羅や足も柔らかいカニで、

手でポキッと折って頂きました。 

その水カニは、今の時期しかないみたいでもう少ししたら、海底深

くもぐってしまって、来年には固くなって、松葉カニになるそうで

す（それもいいですよね）。 

福井フェニックスさんとの友好も兼ねた親睦旅行がなかなか実現

出来ていませんでしたが、５月か６月に、楽しい旅行になる企画を、

福井フェニックスさんと一緒に計画出来ると思いますので、こうご

期待下さい。 

そして今度、福井ロータリーの方が来られた時は、私達が受けた歓

迎を絶対にお返ししたいと思っています。 

考えてみますと、こんな歓迎をして頂けるのも、ロータリーに入っ

ているからこその事だと今さらながら思いました。 

是非、また一緒に行きましょう。 

    

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 

青少年長期交換プログラム補助金といたしまして、上半期分 

300,000円の送金をいただきました。補助金の利用はエレンさんの

学生服代、定期代、毎月のお小遣い8,000円等です。 

３月１１日 内川土居川清掃活動出席確認 

近隣クラブ例会変更の案内 

堺ロータリークラブ 

2月16日(木)18時から創立記念夜間例会 場所リーガロイヤルホ

在籍者      ２７名 出席者    １９名 

出席計算会員   ２２名 欠席者     ７名 

出席免除者     ５名 免除出席者     1名 

先々週修正出席率 ８４．６％ 出席率   ８０．０ ％ 



 

 

テル堺３階ガーデンコート 

3月8日(木)→3月10日(土) IM 

4月5日(木)→4月8日(日)10時から地区大会 

堺清陵ロータリークラブ 

3月1日(木) →ホテル第一堺「酬星帆」 

3月8日(木) →3月10日(土) IM 

3月29日(木) →3月25日(日)献血活動イオンモール堺北花田 

堺北西南西ロータリークラブ 

3月6日(火)→3月10日(土)14時～8組ＩＭ 

4月3日(火)→4月1日(日)10時～稲むらの火の館和歌山県有田郡

広川町 

 

クラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラム                                              

「ライラ研修セミナーに参加して」            

    新世代奉仕委員会 中井 昭宏副委員長 

本日の卓話は２月４日・５日と２日間にわたって開催されました 

第３１回ライラ研修セミナーについてお話をしていきたいと思い 

ます。初芝立命館インターアクトクラブとの合同例会ですので 

前半のスライドショーを堺フェニックスが後半の研修を終えての 

感想をインターアクターの速水綾香さんにお願いしたいと思いま

す。研修会の様子は先週の週報に掲載してありますので、ぜひご覧

ください。 

多くの会員のみなさまのご協力を感謝し、このスライドショーを 

ライラ実行委員会仲峯 豊委員長に贈りたいと思います。 

では、初芝立命館高校インターアクターの速水綾香さん、よろし 

くお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初芝立命館IAC 会計 速水 綾香さん 

今回、ライラ研修に初めて参加しました。

私は話すのが苦手で正直あまり話せませ

んでした。でも、年上の方が殆どで、自ら

進んで行動し、皆の意見をまとめてスピー

チをしているのがとても勉強になり、これ

からのためにも参考にさせていただこう

と思いました。 

同じ班のオーストラリアの人（エレン）

と話をし、仲良くなれました。日本語が上手で、英語が得意でない

私に、日本語で話してくれました。挨拶をしてくれたり、笑わせて

くれたり、明るく優しい人でした。多くの外国の方と交流ができて

良かったです。 

二日目の研修では、自分の出身地である堺のことについて知るこ

とができました。例えば、堺は海が近いわりには、井戸水がきれい

であったことや、徳川家康が亡くなった伝説がのこる南宗寺、一番

奥の門がめったにひらかれない仁徳天皇陵、他の鳥になりすまして

鳴くことから「百舌鳥」と書いて「もず」と読むこと。学校では習

わないことを知り、さらに堺の歴史や文化に興味がわきました。 

 市役所の展望台から堺の街をみたとき、雲っていて遠くまで見え

なかったのが残念でしたが、美しいものでした。この研修では、普

段体験できないことができ、堺の再発見と異文化の発見がありまし

た。 

 

 

                                   

にこにこにこにこにこにこにこにこ                                                                        中井 崇嗣 副SAA           

先日の青少年ライラ研修セミナーは皆様のお力で大成功に終わらせて

頂きました。本当に有難うございます。また、４/８地区大会でライラ研修

が有ります。よろしくお願いします。 青少年ライラ委員長 仲峯 豊 様 

今日は、皆様ようこそおいで下さいました。研修会の報告楽しみです。

バーべキュー美味しかったですか？仲峯さん、今日はわざわざライラの御礼

にお越し下さって本当に本当に本当にありがとうございました。 

吉川 美幸 会長 

砂原様、本日はありがとうございます。又、ライラ委員長仲峯様、お疲

れのところわざわざご苦労様です。今後ともよろしくお願いします。 

犬伏 幸代会員 

本日は大勢のお客様、ようこそ。中井会員、今日の卓話楽しみにしてお

ります。                       小野 晃範会員 

火曜日インターアクト例会に急遽欠席し、申し訳ございません。必ずお

菓子を持って出席します。               河野 強 会員 

砂原様、初芝立命館高等学校インターアクトの速水さん、顧問の川本先

生、玉井先生、ようこそ堺フェニックスへ。ライラ仲峯委員長、本当にお疲

れ様でした。当クラブで多くの方にライラセミナー参加頂き、有難うござい

ました。                       中井 昭宏会員 

砂原様、仲峯様、初芝立命館中学高等学校インターアクトクラブの皆様、

エレンさんようこそお越し下さいました。例会を楽しんでいただけました

か？これからも一緒に楽しみましょう。         中井 崇嗣会員 

福井、すごく楽しかったです。遠足みたいでしたね。 田辺 弘樹 幹事 

 

 

                                          



 

 

「インターアクトクラブ例会に出席 して」            

        

次期新世代奉仕委員会 貝山 香純副委員長 

2月7日初芝立命館中学高等学校で行われたクラブ例会に私と娘の

愛莉とで参加しました。17時15分 3番館事務局到着。事務局に声

かけると応接間にて待つことになりました。数分待つとインターア

クター2名が迎えに来てくださり会場まで案内して頂きました。イ

ンターアクター全員が整列し出迎えて下さる歓迎ぶりに感動いた

しました。会長不在のため副会長による点鍾、インターアクトソン

グ、来賓紹介、副会長の時間、卓話『RYLA 研修に参加して。』と

一人3分程とテンポ良く話され、例会終了となりました。その後、

手土産のお菓子を配り自己紹介し懇親会が始まりました。娘の愛莉

は「お姉さん、お兄さんばかりで恥ずかしい。」と顔を手で覆い話

していました。インターアクターの一週間の活動、幼稚園・老人施

設での活動。困ることは積極的にコミュニケーションが取れないこ

と等あるようで私なりにアドバイスを致しました。その後、訪問看

護の仕事について話を致しました。時間が経つうちに『何か話さな

いと…』とお互い気持ちが焦る結果、会が和みにくい様に感じられ

たため、嫌いな食べ物の話等身近な話題に切り替えることで、娘の

愛莉も参加できました。また、なぜその食べ物が嫌いか、どうした

ら食べれるか等、皆の嫌いな物を共有すると共に対処方法を話しお

互いを知る良い機会となりました。 

 

「平成２４年２月１２日（日）RLI Part1 に出席 して」            

        

中井 昭宏 

私はディスカッションリーダーとして

参加させて頂きました。今年度よりＲＬ

Ｉのディスカッションリーダーを仰せ

つかりセッション２を行いました。参加

者の方々の協力もあり、無事、担当を終

了することができました。１班はいろい

ろなクラブから参加されていましたので、緊張しながらの５０分で

したが、２班目はパストガバナー、現ガバナー、ガバナーエレクト、

ガバナーノミニーが参加されていたため、レベルが高く、ワイシャ

ツがびっしょり濡れました。いい経験でした。そしてロータリーに

ついても、良い勉強になりました。 

 貝山 香純 

10時より開始のところ、朝8時より会場

設営に多数のロータリアンが参加して

いました。当クラブは米田パストガバナ

ーを筆頭に小野会員、京谷会員、岡田会

員、中井昭宏会員、向井会員、貝山が参

加しました。RLIの目的は『将来のクラ

ブ会長やクラブ指導者が、ロータリーに関する充分な知識を持ち、

効果的なクラブ造り、各種プログラムを推進させるために充分な指

導力を発揮できる様、一般的な会員を対象に指導者育成の機会を提

供する事。』そのため、先輩ロータリアンはディスカッションリー

ダーとして、各セッションで有意義なディスカッションとなるよう

導いておられました。ロータリーに入り間のない私は用語について

行くのに必死でしたが、今回はロータリークラブと地区、RIの関係、

会員維持・増強、財団、米山記念奨学事業、奉仕の進め方等、基本

を中心にクラブ外の方とディスカッション行うことで、新たな発見

と学習の良い機会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

初芝立命館初芝立命館初芝立命館初芝立命館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    

    

 ２月２１日 田辺弘樹・辻野美智子 

 ３月１３日 岡田正一 

例会時間 １７：３０～１８：２０ 

例会場  初芝立命館中学校高等学校 1 号館5 階 

例会プログラム 

①開会・点鐘 ②ソング（君が代・ＩＡＣの歌）斉唱 ③お客様

紹介 ④ＩＡＣ会長あいさつ ⑤ＩＡＣ代表生徒卓話⑥各報告

連絡 ⑦閉会・点鐘 懇親会 

堺フェニックス全員で新世代奉仕をしましょう。 

 

 

 

 

 

 

R.I.第2640地区2011～2012年度海外研修報告会 

 ２月１９日(日) 

登録開始 午前１０時  開会式 午前１０時３０分                                      

（閉会式  午後２時３０分予定） 

① 各校、海外研修担当日時・分野の発表② 「海外研修

に参加して得たこと」【スピーチ】③ 当日、写真交換会

を予定、希望があればぜひお持ちください。 

６．ホストクラブ ： 

初芝立命館中学校I.A.C. 大阪金剛RC 

初芝立命館高等学校I.A.C.堺フェニックスRC 

初芝橋本中学・高等学校I.A.C.   橋本RC 

クラブからの参加者 

吉川 美幸 会長・岡田 正一新世代奉仕委員長・中井 昭

宏新世代奉仕副委員長・京谷 知明・貝山 香純 

 

 

 

 

 

 


