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本日の例会 （第 706 回例会） 

2012 年 3 月 22 日(木)18 時 30 分  

場所：ホテル第一堺 

司司司司            会会会会  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    

国歌斉唱国歌斉唱国歌斉唱国歌斉唱    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」「インターアクトクラブの歌」 

出席者紹介出席者紹介出席者紹介出席者紹介        中井 崇嗣副 SAA     

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  

（堺フェニックスＲＣ） （初芝立命館ＩＡＣ） 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告        田辺 弘樹幹事  

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 707 回例会） 

2012 年 3 月 29 日(木)18 時 30 分  

場所：ホテル第一堺  

卓話 「税務について」 

堺市税務署長堺市税務署長堺市税務署長堺市税務署長        佐佐佐佐々々々々木木木木    信五信五信五信五    様様様様 

次々回の例会予告（第 708 回例会） 

2012 年 4 月 5 日(木)18 時 30 分  

場所：ホテル第一堺  

各種お祝い     卓話 「ﾛｰﾀﾘｰと広報」 

                        クラブクラブクラブクラブ広報委員長広報委員長広報委員長広報委員長    上田上田上田上田    俊夫俊夫俊夫俊夫    

    

;:*;第１０回理事役員会 第４回次年度理事役員会;:*; 

３月２７日 
 堺フェニックスRC15ｔｈＢ‘ｄａｙ!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会は  

初芝立命館高等学校 

インターアクトクラブ合同例会 

☆ ;:*;ペットボトルキャップ集めに 

ご協力を☆ ;:*; 
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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」 

オーストラリア国歌斉唱 国歌斉唱 

 

堺フェニックスＲＣ 第705回目 

羽衣ＲＣ 第986 回合同例会を開催します。 

第１部 

堺フェニックスロータリークラブ 吉川美幸会長の開会点鐘、青少年

交換学生エレンブルックスさんの出身国オーストラリア国歌斉唱、続

いて日本国歌斉唱、ロータリソング斉唱 「奉仕の理想」 で始まりま

した。総勢３５名での例会です。 

出席者紹介を羽衣ＲＣ の谷野一彦ＳＡＡ、堺フェニックスＲＣ の河

野 強副ＳＡＡにお願いし、会長の時間を羽衣RC 藤沢 直史会長か

ら、東日本大震災から１年が経ち震災支援への思いが語られました。

堺フェニックスＲＣ 吉川 美幸会長から（会長の時間は別コーナーに

掲載） 

出席報告（出席率は別コーナーに掲載） 

委員会報告  羽衣ＲＣ 社会奉仕委員会 竹田博 前社会奉仕委員

長「ふれあいボーリング大会について」、堺フェニックスＲＣ 社会奉

仕委員会 三村文男 委員長 「土居川清掃について」、新世代奉仕委

員会 中井昭宏副 委員長 「ＩＡＣ例会出席のお礼」、地区ロータリー

の友委員 京谷知明 委員長｢ロータリーの友について｣報告がありま

した。 

幹事報告 

SAA 報告 堺ﾌｪﾆｯｸｽ RC 中井崇嗣副SAA、羽衣RC 谷野一彦SAA                             

羽衣RC 藤沢 直史会長の閉会点鐘にて例会を終了しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長の時間                  会長 吉川 美幸 

 

皆さんこんにちは。 

平岡パストガバナー、ようこそいらっしゃいました。 

羽衣ロータリークラブの皆様、こんにちは。上田先生の奥様、こん

にちは。 

やっぱりこんなに大勢の方々にお出で頂くと、ぐっと華やいだ感じ

がします。こじんまりした、和気あいあいの例会もいいですが、今

日の例会を見ますと、良いも悪いも数の力ってすごい事だと実感致

します。お互い、会員増強頑もう一踏ん張りしたいと思います。 

私達、堺フェニックスRCにとって合同例会は今年度始まって初

めてです。かなり以前となるのですが、羽衣ロータリークラブの藤

沢会長様よりお誘い頂いていまして、やっと今日実現となりました。 

「今日はホントに楽しかったな。」と、思って頂ける合同例会にな

ります様に皆で盛り上がりたいと思っています。 

この会場は、フェニックスロータリーの河野会員が、事ある毎に

お貸し下さる、とっておきの場所です。河野会員、ライフガーデン

の皆様、本当に有難うございます。感謝申し上げます。 

私達フェニックスロータリーは、今年の１月から１年間、オースト

ラリアからの留学生エリーこと、エレン・ブルックスをお預かりし

ています。 

今日は、ホームステイ先の上田会員の奥様も一緒においで下さって

います。後で、ミス・エレンが天使の歌声を披露させて頂く事にな

っています。羽衣ロータリークラブの皆様からも、サプライズがあ

ると聞いています。とっても、楽しみです。 

今日は、皆さんと、楽しいひと時になります様、盛り上がっていき

ましょう。 

    

 

 

 

在籍者      ２８名 出席者    ２０名 

出席計算会員   ２３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 ８０．８％ 出席率  ７７．８ ％ 

3 月 15 日(木)出席報告 

ロータリーソング斉唱 『奉仕の理想』 



 

 

委員会報告      社会奉仕委員会 三村 文男 委員長 

 

平成24 年「春の交通安全運動」のご案内 

平成24年4月6日～15日までの10日間。運動の重点は、①高齢

者の交通事故防止②夕暮れ時と夜間の歩行中、自転車乗用中の交通

事故防止③全ての座席のｼｰﾄﾍﾞﾙﾄとﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄの正しい着用の徹底

④飲酒運転の根絶⑤交差点における交通事故防止 です。 

社会奉仕委員会の継続事業の1つとしてこの運動に参加します。お

一人でも多くの会員皆様ご協力をお願いします。 

日  時 平成２４年４月６日（金）７時４０分～８時２０分 

場  所 堺市役所前 市民広場 

 

新世代奉仕委員会 中井昭宏 副委員長 

 

初芝立命館高校インターアクトクラブの例会に出席頂いた会員の

みなさま、ありがとうございました。また出席出来なかった方は来

年度、出席をお願いします。会員全員で新世代奉仕を行いましょう。 

インターアクターからアフリカ ガーナ共和国にワクチンの支援を

したいと申し出が有り早や１年が経ちます。ペットボトルキャップ

集めを引き続きお願いします。来週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す。出席をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会終了後に懇親会を行いました。 

例会に参加して頂いた国際ロータリー第２６４０地区 パストガバナー

平岡 正巳先生にご挨拶を頂き、乾杯の発声を国際ロータリー第２６４

０地区 直前ガバナー 米田眞理子先生にお願いしました。食事はた

ぬき寿司さんの三段弁当です。地区の行事に参加されている方はご

存知だと思いますが、おいしいんです。ここのお料理が。さておき、当

フェニックスに青少年交換学生としてエレンブルックスさんがいます。

彼女はオペラが大好きで、歌唱力はプロなみということで、エレンミニ

コンサートをさせて頂きました。羽衣ＲＣさんからは、ラッツ＆スター

の物まねコンサートをして頂き懇親会は楽しいから笑える時間へと移

り、無事終了しました。 

ライフガーデンさんの一室に東日本大震災の写真パネル展示が 

されています。ぜひ一度覗いてみてください。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

長期交換奨学生 Ellen.brookes 

３月１７日米田直前ガバナー石田エレクト京谷会員と堺フラワーRC 例会出

席しました。その後田中 眞琴会員にご招待頂き長居競技場でセレッソ対ガ

ンバをスポンサー席で観戦し、京谷会員盛岡さんとROUND１でゲーム、カラ

オケ、ローラーブレート･･･焼肉女神で大好物を堪能しました。 

３月１８日松本会員石田会員犬伏会員とライフガーデンさかいホール「歌う

堺に福来る」に飛び入り参加しました。自慢の歌を披露し、会場を沸かせま

した。岸和田城を拝観し、向井会員も加わって楽しい食事会でした。    

3月20日酒井会員ご家族と嵐山に行きました。嵯峨野トロッコ列車に乗り山

桜と新緑、保津川渓谷の美しさを満喫しました。初め緊張していた優ちゃん

幸祐君はエレンととても仲良くなり、渡月橋で3人は大はしゃぎしました。 

家族囲んで湯豆腐を楽しく頂き、夕食は焼肉はやへ行きました。 

 

 

 

 

羽衣ＲＣの皆様、本日は合同例会にてご一緒出来ました事大変

ありがたく心より御礼申し上げます。平素は大変お世話になり、

心より感謝しております。 パストガバナー 米田 眞理子会員 

羽衣ＲＣの皆様、ようこそ御出で下さいました。思いっきり楽

しみましょう。エリー、ご紹介間違ってごめんなさい。「さすが

幹事指摘ありがとう！」          吉川 美幸 会長 

合同例会が実現して感謝です。ようこそいらして下さいました。

石田 得子会長エレクト 

本日の合同例会楽しみにしています。    上田 俊夫会員 

楽しい合同例会をご準備頂き有難うございます。岡田 正一会員 

皆様こんばんは。お会い出来て嬉しいです。これからも宜しく

お願いします。               小野 晃範会員 

楽しい合同例会をありがとうございます。本日娘の愛莉が無事

幼稚園を卒園する事が出来ました。皆様に支えられ日々成長す

る娘と私を今後も宜しくお願い致します。   貝山 香純会員 

今日はどうぞよろしくお願い致します！！   京谷 知明会員 

合同例会を楽しみにしておりました。弊社ライフガーデンさか

いホールをご利用頂きありがとうございます。スタッフ一同精

一杯頑張ります。携帯ﾏﾅｰﾓｰﾄﾞ失礼しました。   河野 強会員 

本日は羽衣ＲＣの皆様ありがとうございます。合同例会楽しみ

にさせて頂いておりました。２週続けての欠席申し訳ありませ

んでした。                               辻野 美智子会員 

再度合同例会よろしくお願いします。         中井 昭宏会員 

今後ともよろしくお願い致します。           中井 崇嗣会員 

本日はよろしくお願い致します。             中野 一郎会員 

羽衣ＲＣの皆様ようこそ。社会奉仕活動の土井川清掃ありがと

うございました。                           三村 文男会員 

合同例会楽しみにしておりました。         松本 美和子会員 

本日は有難うございます。         田辺 弘樹 幹事 



 

 

 

 

     

          

 

           

                               

                                          

社会奉仕継続事業社会奉仕継続事業社会奉仕継続事業社会奉仕継続事業    


