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本日の例会 （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 

司司司司会会会会    :::: 中井 崇嗣 副 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    「それでこそロータリー」 

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                            吉川 美幸 会長 

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 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～ﾟ*:.｡☆   

☆ ..:*･第３回次年度理事役員会 19：40～ﾟ*:.☆ 

次々回の例会予告（第 704 回例会） 

2012 年 3 月 10 日(木)14 時 00 分  

場所：リーガロイヤル堺   

☆ ;:*; 第 2640 地区第 8 組 IM :;☆  

 

｢ロータリーの基本をもう一度見直そう、 

ロータリーの魅力をもう一度見直そう｣ 

本日の卓話 

吉川 美幸 会長 

「ロータリー創業記念 世界平和と平和の日」 

 

 

2 月 16 日 お客様のご紹介 

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  

パストガバナー亀岡 弘   様 

ガバナー補佐 宇瀬 治夫 様  

地区代表幹事 松生 満   様 

 

2640 地区ＲＬＩ（ロータリーリーダーシップ研究

会）受講完了の認証状とバッチ授与 
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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         「四つのテストの歌」         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        松本 美和子 職業奉仕委員長

    

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 

皆さん、こんにちは。 

亀岡パストガバナー様、大澤ガバナー様、

松生地区代表幹事様、宇瀬ガバナー補佐様、

そして、お客様の内藤絵里奈様、ようこそ

お出で頂き有難うございます。大澤ガバナ

ーにおかれましては、2640地区の事だけで

も、お忙しい毎日だと思います。先日行われました、ライラ1泊研

修会でのフェニックスのお手伝いのお礼にと、わざわざお越し下さ

いました。そして有難くお礼も頂戴いたしました。本当に恐れ入り

ます。 

2640地区は、昨年12月末の数字ではクラブ数73、会員数2123人

となっています。昨年度末(2001 年 6 月)と比較致しますと、会員

数2110人から、2123人と13人増加しています。 

大澤ガバナーは、各クラブ純増１名を目標とされています。それ

から考えますと、2640地区としてはこの下半期であと60人の方に

入会して頂きたいという所でしょうか。 

私達フェニックスロータリーも、勿論、今年度純増を目標にして

おります。今日もお客様（内藤様）をお迎えしています。 

お客様の内藤様にはロータリーの事をご理解して頂き、是非とも仲

間になって頂きたいなと考えています。内藤様は、今年の１月から

入会されています貝山会員のご友人だそうです。堺市北区でウオー

ターリリーと言う訪問介護事業所をされておられます。 

貝山会員と共に地域になくてはならない、地域医療、福祉を支えて

おられます。貝山会員は、今年入会されたばかりではありますが、

先日のライラ研修会でも、立派に力を発揮されました。今後、期待

の新人でございます。 

先週は、薬剤師の砂原様をお客様にお迎えし、例会の後、懇親を深

め、帰られる時には、フェニックスロータリークラブの雰囲気に、

とても暖かいものを感じると言って頂きましたので入会につなが

るものと、とっても期待しています。 

本当は、大澤ガバナーに、会員増強ご安心下さいと胸をはって申し

上げたい所でありますが、頑張っておりますのでもう少しお待ち下

さいませ。 

と言う訳で、内藤さま、今日はごゆっくりお過ごし下さい。 

 

出席報告出席報告出席報告出席報告                                担当  中井 崇嗣 副 SAA 

    

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

 

2012年RI国際大会「日本人親善朝食会」「ジャパンナイト」の参

加費は今週と次週にお集めします。 

                           

卓卓卓卓        話話話話    「私とロータリー」          岡田岡田岡田岡田    正一正一正一正一       

入会に至った経緯 

 15年前、幼馴染で公私とも大変お世話にな

っている上田先生よりちょっとした会合があ

るので夕刻堺の第一ホテルまで遊びに来ない

かとお誘いを受けました。ホテルに出向きま

すと、新しいクラブの練習例会でありました。

その日に入会の手続きが取られ数日後には坂口初代会長よりイン

フォメイションを受け堺フェニックスチャーターメンバーとして

入会をしました。一介のサラリーマンである私がと、躊躇いもあり

ましたが、親しい取引先の社長より、僕もロータリアン是非入会す

る様にと背中を押されました。その方は、現在2660地区ＰＤＧ若

林紀雄氏であり大阪ドームで開催された2660地区ガバナーであり

ました。 

入会後の私 

 入会と同時にクラブ週報委員として、上田先生の手ほどきを受け 

手作り会報の作成に携わりました。この委員会に配属されたのが、 

ロータリーを知る上で大変役立ちました。地区とクラブの大まかな

流れを知ることが出来たからであります。その後、幾つかの委員会

長を拝命しましたが、社会奉仕委員長を仰せつかったときには、ク

ラブフォーラムとして青少年問題を取り上げ、非行に走ったし少

年・少女が楽器演奏を通じて立ち直ろうとする姿を取り上げ、ソフ

在籍者      ２７名 出席者    １５名 

出席計算会員   ２２名 欠席者    １０名 

出席免除者     ５名 免除出席者     1名 

先々週修正出席率 ８０．８％ 出席率   ６１．５ ％ 



 

 

ィア堺を一杯の会員と市民で溢れ返った事も大きな思い出の一つ

であります。 

 創立5周年の会長を指名頂きました折には、私は器に非ずと固辞

致しましたが、ロータリーと云う所は，指名を受けたら断ることの

出来ない処だと諭されました。幹事に米田さんをお願い出来るので

あればと申し上げた処快諾を頂き二人三脚でクラブ運営に取り組

みました。 

 例会日、理事会実施日には、必ずクラブ事務所で当日の進行につ

いて２～３時間の打ち合わせを致しました。 

会社勤めの私は永く縦社会（ピラミッド）で育ってきたこともあ

り、常に上位下達で強いリーダーシップが求められていました。ロ

ータリーの社会では、逆ピラミッドであり会長・幹事は会員の声を

吸い上げ、組織の運営にあたる事を知りました。会員も一国一城の

主ばかりで、組織をまとめリードするのに気苦労した事も、今とな

っては良き思い出であります。 

 クラブ創立10周年の会長に米田さんが決まり、記念の実行委員

長の指名を受け、喜んでお引き受けしました。記念事業として「内

川・土井川」で歴史を伝える観光事業として今も大活躍している「環

濠クルーズ」の船を寄贈出来たのも大きな思い出の一頁であります。

船の寄贈計画から贈呈に至るまで米田会長のリーダーシップと決

断力には頭が下がる思いで一杯であります。ＩＭ当番クラブでもあ

り、米田会長指導の下、岡本委員長と共に無事役目を果たす事が出

来ました。前年度6月には45年間勤めました会社の役員定年を迎

えておりました。10 周年記念実行委員長をお引き受けした事もあ

り、この任務を果たした時点で卒業させていただく旨、スポンサー

の上田先生に申し上げ後ろ髪を引かれる思いで退会を致しました。 

 退会後、暫くの期間を置いて、ビッグ・アイで例会をするので、

中弥さん（名誉会員）と一緒に遊びに来ないかと御誘いを受け、懐

かしさのあまり喜んで例会の参加させて頂きました。その例会の折、

米田さんよりガバナーノミニーなられた事をお聞きして、お祝いの

言葉を申し上げたところ、地区大会の事務局を手伝ってくれとご相

談を受けました。 

 米田さんのご厚意と、会員皆様の温かいお気持ちと御協力により、

地区大会を無事終える事が出来ました。マニアルと云えば地区大会

の手引書があるだけで手探りの準備でありましたが、関係者の皆様

方のご支援を得て、近年にない地区大会を実施出来たと自負致して

おります。今年度を迎えるにあたって、ホストクラブ堺フラワーロ

ータリークラブ初代会長堀本氏が地区大会実行委員長となられる

ので、経験を生かして引き続き地区大会のお手伝いをする様、米田

直前ガバナーよりご指名を受けて、只今4月7・8日の地区大会に

向けて最終準備を進めている処であります。 

ロータリーで学んだ事 

・企業経営は、自社に厳しく御客様には親切丁寧なサービスの提供

を行い、適正な利潤を得て適正な「税」を納めて社会貢献する事が

求められます。ロータリーでは，四つのテストに示される様に自分

の為よりも、[みんなのためになるかどうか]を考えて行動する奉仕

を学びました。企業も奉仕の社会も根本的には相通ずる処です。 

・私は４５年間の会社勤めの間、多くの職種を経験して参りました。

石油関係の販売に始まり、自動車用添加剤の製造販売、飲食関係、

損害保険・生命保険の販売・被服（ｲｰｼﾞｰｵｰﾀﾞｰｽｰﾂ）の販売、ＬＰ

ガスの販売・都市ガス工事会社の運営と会社の新規事業参入時には、

必ず関わって来ました。それだけに多くの失敗もして来ました。 

 失敗から学んだことも沢山あります。ロータリーでも色んな委員

会を経験しなければ、何時まで経っても理解することが出来ません。

知らない事は恥ずかしい事ではありません。知らない事は、進んで

一歩前に出て失敗を恐れず、勉強したいと思っています。 

・会長になる前には必ず幹事を経験しようと提唱します。 

社会では常にトップ（No.1）が評価されますが、私はNo.2の存在

が大切であると思います。トップはオールマイティーではありませ

ん。トップを支えるNo.2の働きによって評価されるのです。トッ

プの強いリーダーシップの下、No.2 の実行部隊長がトップを支え

て組織運営が成り立つのです。ロータリークラブで云えば幹事が、

No.2 に当たるでしょう。幹事は、クラブのアンテナであり勉強す

る機会が最も多い役職です。幹事を経験すれば、ロータリーの大部

分が理解できると云われております。私には、幹事経験がありませ

ん。今になって悔やまれる事であります。 

 経営の神様、ピーター・ドラッガーもNo.2の重要性を説いてい

ます。是非とも幹事を経験して会長になられる事をお勧め致します。 

私の心得毎 

1．話上手は聞き上手 

   相手の話をよく聞きそれから自分の話をする。自分の意見が

理解されるまで丁寧に説明する。体制が自分と反対方向に云

ったとしても、決定した事には潔く従う。 

２．計画・実行にあたって 

   常に計画・実行・反省（見直し）の順で実施 

3．平常心を持つい為に 

   おおおおこるな     71歳を越えた今も、「おいあくま」 

   いいいいばるな     と心に云い聞かせ日々を過ごすよう 

   ああああせるな     務めておりますが、所詮「人の子」自勝      

くくくくさるな     手が先行し、反省の毎日です。 

   ままままけるな  

4．自分に厳しく人に寛大であれ（優しさを持て） 

   人に愛される日々を過ごしたいと念じている。 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガバナー大澤德平様よりニコニコを頂戴致しました。 

久方ぶりに訪問させて頂き、皆様方のお元気なお姿に接し、

大変嬉しく存じます。まだまだ寒い日が続きますが、ご自

愛下さい。         パストガバナー 亀岡 弘様 

本日は宜しくお願い致します。ガバナー補佐 宇瀬 治夫様 

大澤ガバナー様、亀岡パストガバナー様、宇瀬ガバナー補

佐様、松生代表幹事様、例会ご出席いただきましてありが

とうございます。岡田会員の卓話楽しみです。 

パストガバナー 米田 眞理子会員 

大澤ガバナー様、亀岡パストガバナー様、宇瀬ガバナー補

佐様、松生代表幹事様、ようこそおいで下さいました。今

日はカレーにもかかわらず高いメイキャップ料を頂きすみ

ません。内藤様、期待申し上げます！  吉川 美幸 会長 

大澤ガバナー様、亀岡様、宇瀬様、松生様、内藤様ようこ

そお越し下さいました。       片木 修  直前会長 

皆様本日はようこそおいで下さいました。内藤 絵梨奈様待

っています。本日、RLI修了バッジ頂きました。バッジが泣

かない様にとは思いますが、頑張る自信はありません。 

石田 得子 会長エレクト 

皆様本日はようこそお越し頂きました。一寸嬉しい事があ

りました。２人目の孫が誕生しました。 上田 俊夫会員 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「インターアクトマレーシア海外研修報告会」 

           

ＲＩＤ２６４０地区幹事 中井昭宏 

平成２４年２月１９日（日）に初芝

立命館中学高等学校にて開催されま

した。ホスト校が初芝立命館中学イ

ンターアクト、初芝橋本高校インタ

ーアクト、初芝立命館高校インター

アクトの３クラブで総勢１１０名の

インターアクターとロータリアンが

出席されていました。我がクラブからは吉川美幸 会長、岡田正一 地区代表

副幹事、小林雄志 社会奉仕副委員長、貝山香純 次期新世代奉仕副委員長、

長期青少年交換学生のエレン・ブルックスと私が早朝から参加しました。 

地区インターアクトクラブ代表の中野鉱太さんの開会点鐘で始まりました。

地区にある１３のインターアクトクラブからの報告と感想と思いについて

発表がりました。インターアクターのそれぞれの思考と価値観がはっきりわ

かる報告会で楽しく聞かせて頂きました。ですがもっと多くの海外研修に参

加したインターアクター全員の感想を聞いてみたいと思いました。途中、京

谷知明 地区雑誌広報委員長が撮影のため参加されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加されたインターアクトクラブの代表の発表が終わり、辻 秀和 ガバナー

ノミニーの講評にて閉会となりました。当クラブでは３月２２日の初芝立命 

館高校インターアクトクラブとの合同例会にてもう少し詳しいお話が聞け

ることを楽しみにしています。 

  

「I.A.C海外研修報告会～職業奉仕」  

 

 次期新世代奉仕委員会副委員長 貝山 香純 

2/19 9:30 エレンをお迎えに行きました。

「Good morning!!」今日は 7 時に起きて

体調も良好と笑顔で挨拶。初芝立命館中学

校高等学校にて 10:30～海外研修報告会参

加。マレーシア研修をDVDにまとめたもの

鑑賞。食堂にてインターアクターと昼食。

エレンは英語が話せるインターアクターと会話を楽しみ、アドレス交換して

いました。午後より模造紙に写真貼付し研修内容、文化の違い等緊張が伝わ

る報告・発表。発表全体からIAC内の仲間の結束、マレーシアという国際理

解と海外の仲間構築、貴重な体験ができた事等、学びが多かった事が良く伝

わる発表内容でした。 

報告会後、私の仕事にエレンも同行して頂きました。『訪問看護』をつたな

い英語で伝えました。訪問前に特別養護老人ホームへ伺い訪問患者様の情報

収集を行いました。オーストラリアと比べると「とても綺麗。」と好印象で

した。その後、在宅で生活をされている2名の末期癌患者様のご自宅を訪問

しました。エレンは戸惑いつつ玄関先では靴をキチンと揃え、日本の習慣も

「少し覚えた。」と笑顔みられました。主治医の中井医師から患者様への病

状、治療方針説明後「Cancer」と伝えるとエレンは「友人のお父さんが2年

前癌で亡くなりました。とても悲しい病気。」と表情を曇らせていましたが、

患者様の話に懸命に耳を傾けていました。私たち訪問看護は主に患者様との

会話の中より情報収集を行い、血圧等測定し体調の変化がないか、異常の早

期発見に努めている事、医療依存度の高い方もおられる事等説明しました。

エレンには在宅医療とは何か‥を感じ取っていただけたと思います。 

夕方堺で有名な老舗のお寿司屋さんにて夕食。菜の花とホタルイカの酢味噌

和えはすべてが初体験の味に驚きと感動したようです。目の前の水槽内にい

る車海老を興味津々に見たのち刺身、塩焼きに調理され「おいしい。」と絶

賛でした。途中、米山記念奨学委員会の委員長谷野会員(羽衣RC)が駆けつけ

て下さりました。以前より交換留学生、米山奨学生等関わってきておられる 

谷野会員より貴重なお話をご教授して下さり私自身もよい学びとなりまし

た。大将をはじめ板前の皆さんよりお寿司屋さんの仕事を、お忙しい中丁寧

に説明してくださりエレンには日本のよき伝統文化をまた1つ新たに知る良

い機会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様ようこそ堺フェニックスRCへおいで下さいました。本

日は卓話の当番です。つたない卓話で申し訳ありません。 

岡田 正一会員 

本日は大勢のVIPようこそ御出で下さいました。岡田さん、

卓話楽しみにしています。       小野 晃範会員 

先週の地区 RLI パート１で私のセッションに向井会員が研

修リーダーとして初参加されました。かなり緊張しておら

れましたがリーダーとしての素晴らしい経験をなさいまし

た。未来のクラブリーダーの頑張りにニコニコします！ 

京谷 知明会員 

内藤様ようこそ堺フェニックスへ、大澤ガバナー様、亀岡

パストガバナー様、宇瀬ガバナー補佐様、本日はご出席有

難うございます。松生地区代表幹事、RLIパートⅡご指導宜

しくお願いします。          中井 昭宏会員 

皆様ようこそお越し下さいました。そして堺フェニックス

RC例会をお楽しみください。      田中 範子会員 

皆様本日はお寒い中ようこそおいで下さりありがとうござ

いました。内藤様どうぞ例会をお楽しみください。RLI修了

バッジをガバナーに付けて頂き、頑張らないと！と思って

おります。              松本 美和子会員 

健康一番を感じる機会が有りました。皆様、お身体をご自

愛ください。             田辺 弘樹 幹事 


