
 

 

第 716 回例会 
通巻６８４号

平成２４年６月７日 ２０１１～２０１２年度Ｎｏ．４４ 

    

    

    

    

    

本日のお客様    

 

ソフトボールニュージーランド代表 ターニー・リチャードソン様 

有限会社エコ薬局 代表取締役 砂原孝史様 

エフインアーキテクトアソシエイツ  深田佳永様 

中田聡公認会計士事務所 所長  中田聡様 

福井フェニックス RC パスト会長  黒川照元様 

２０周年準備委員会  久津見律子様  

ROTEX  会長    高石 環さん 

清川 小夏さん 

青少年交換奨学生   エレン・ブルックスさん  

米山記念奨学生   タピア・ミゲル・レオさん 

 

  6 月 7 日本年度理事役員会 

17:30～ 6 月度理事役員会 2 階リセスの間 

 

6 月 7 日次年度理事役員会 

19:40～ 第６回次年度理事役員会 1 階喫茶  

 

5 月 31 日出席報告 

 

 

本日の例会 （第 716 回例会） 

2012 年 6 月 7 日(木)18 時 30 分  

場所：ホテル第一堺９階 

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 オーストラリア フィリピン共和国 日本    

ロータリーソングロータリーソングロータリーソングロータリーソング    「奉仕の理想」 中井 昭宏 SAA 

おおおお客様紹介客様紹介客様紹介客様紹介                貝山 香純副親睦委員長 

各種各種各種各種おおおお祝祝祝祝いいいい                    内藤絵梨奈副親睦委員長 

米山記念奨学生米山記念奨学生米山記念奨学生米山記念奨学生    ６６６６月分奨学金授受月分奨学金授受月分奨学金授受月分奨学金授受        

出席報告出席報告出席報告出席報告                    河野 強副 SAA    

委委委委員会報告員会報告員会報告員会報告                中井 昭宏新世代奉仕副委員長 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                    田辺 弘樹幹事  

会食会食会食会食    

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  

卓話卓話卓話卓話                                 ROTEX 高石 環様 

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 717 回例会） 

2012 年 6 月 14 日(木)場所：ホテル第一堺 

 

 卓話 「Rotary」幹事 田辺 弘樹   

次々回の例会予告（第 718 回例会） 

2012 年 6 月 21 日(木)場所：たぬき寿司 

 会長・幹事・4大奉仕委員長挨拶 

 新旧理事役員引継ぎ 

在籍者      ２８名 出席者    １９名 

出席計算会員   ２２名 欠席者    １２名 

出席免除者     ６名 免除出席者    ０名 

先々週修正出席率 80.1％ 出席率  ７３．１ ％ 

6 月度各種お祝い  

 

会員誕生日 小野 晃範 小林 雄志 

会員記念日 犬伏 幸代           

創立記念日 中井 昭宏 吉川 美幸 山田真樹 

 



 

 

    

例会例会例会例会のののの記録記録記録記録((((第第第第715715715715回例会回例会回例会回例会))))                                                                 ････････････････････････    5555月月月月31313131日日日日････････････････････････    

 

[[[[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」 

 

 

 

 

 

 

本日のお客様の紹介   内藤絵梨奈 親睦副委員長 

介護サービスカンパニー所長  濱村奈美様 

国際ロータリー第２６４０地区   

次年度ガバナー補佐   大仲 広司様   

地区副代表幹事 堺フラワーRC直前会長 堀本欣吾様 

堺フラワーＲＣ 会長       尾羽根伸幸様 

会長エレクト 飯岡典子様 

副会長  但見 淳様 

  Ｍｓ. ガイ様 

泉州KUMATORI・RC 会長エレクト 吉川 惠三子様 

幹事  堀本 誠様 

 

青少年交換奨学生  エレン・ブルックスさん  

青少年ホストファミリー   高瀬 明美様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリー青少年指導者養成プログラム終了授受 

６月分お小遣い授受          

青少年交換奨学生  エレン・ブルックスさん 

ホストファミリー補助金授受     高瀬 明美様 

 

 

 

 

 

 

会長の時間             会長 吉川 美幸 

今日は、沢山の方々にお客様に

来て頂き恐れ入ります。 

こんなに多くのお客様においで

頂いている中、ロータリーの話

ではなく、私事で、申し訳あり

ませんが、私の施設で起きたお

話しをさせて頂きます。 

昨年、皆さんにお出で頂いた、介護付有料老人ホーム フ

ェリーチェ三国ヶ丘で起こった、出来事をお話しして、

日ごろの危機管理がいかに大切か、という事をお話しし

たいと思います。 

斉唱 ロータリーソング 『堺フェニックス RC の歌』 『手に手つないで』 

                       親睦(友好クラブ)委員長 京谷 知明 



 

 

私は、この３～４年で建築した４か所（東三国ヶ丘の病

院、フェリーチェ三国ヶ丘、小規模多機能ホームセレー

ノ、サービス付高齢者住宅ポポラーレ）は、全てオール

電化にしています。 

皆さん新聞記事や報道で、グループホームや、高齢者マ

ンションなどで、火災が起きて、沢山の方が亡くなられ

たということは、耳にされておられると思います。記事

にもある様に、病院や、施設では、大惨事になりかねま

せん。 

勿論、燃えにくい様に壁紙、カーテン、お布団類、全て

防火のものを使っていますし、年２回、防火訓練もして

います。 

建物については、スプリンクラーもつけています。オー

ル電化で火も使いませんので、火災については、これで

万全、安心だと思っていました。職員も無論、そう思っ

ていたと思います。 

でも、ある土曜日に、フェリーチェ三国ヶ丘で、ボヤが

あったと連絡がありました。 

天ぷら油からの出火でした。 

火災の原因は、入所されておられる方の、天ぷらを食べ

たいと言う要望で、１０時５０分に調理した後、スイッ

チを切ったつもりでいたそうです。 

それから、１時間以上たった後、厨房職員が、各階に配

膳に行っていい誰もいない間に火が出たそうです。 

調理師達が、配膳が終わって、厨房に帰ると、天ぷらを

揚げる為に使った小鍋から、少し火が出ていたそうです。 

その時は、小さな火でしたが、うまく消火できず、最終、

大きな消火器を６本も使ってしまったようでした。 

その為に、焦げた油、消火器の粉で、視界もないほど現

場は大変な事になっていました。 

火災にまで発展せず、怪我もなく済んだことは、幸いで

したが、後片づけを含めて、高い犠牲を払った教訓でし

た。 

オール電化にしているから安心、火も使ってないからと

言う気持ちが、知らず知らずの間に、危険を予測する能

力が散漫になっていたのだと思います。 

 

このオール電化だけではなくて、私達の周りでは、危険

を極端に避ける傾向にあります。 

例えば、子供が、落ちたりしたら危険とかで、ジャング

ルジムや、ブランコをなくすとか、砂遊びは汚いからさ

せないとか、ガスは危ないから電気にするとか、魚の骨

が危ないから、切り身しか使わない等色々ありますが、

そうする事によって、直接的な危険はなくなるかもしれ

ませんが、気を付けるという能力が弱まってしまうので

はないかと思います。 

危険なものを、取り除くのではなく、危険なものは気を

付けて、もし事故が起こった時には、最小限の被害で済

むように意識をしておく事の方が大切だと思います。 

世の中の流れから行くと、危険や、極端に失敗をおそれ

る傾向にありますが、新世代の方々には、色々な困難を

乗り越えれる、たくましさを期待したい所です。 

 

 

幹事報告                  幹事 田辺 弘樹  

 

回覧 ルンピニ RC から図書館

建設の掲載雑誌が届きました。 

IM８各RC宛のお知らせです。 

6月17日(日)大仙公園に献血車

がまいります。お問い合わせは

猿田前ガバナー補佐までお願いします。 

出席者の再度確認 6月10日IAC新入生歓迎会、8月31

日～9月1日第11回日韓親善会議 

近隣クラブ例会変更 

堺東南ロータリークラブ                  

6月14日（木）→台中西北扶輪社40周年記念式典参加6

月21日（木）→会長幹事慰労例会 南海グリル 

6月28日（木）→定款第６条第１節休会 

 

 

新世代奉仕委員会        中井昭宏副委員長 

 

青少年交換でオーストラリアに行っている高瀬さんのメー

ルより 

 

お久しぶりです。パソコンがおかしくなって日本語が打

てなくて、報告が遅くなりすみません。 

サファリから帰ってきてからホストファミリーが変わり

ました。 

  

４月２８日から他の留学生３６人１４か国が集まり、サ

ファリへ行ってきました。ほとんどの生徒は６，７月に

帰るということで、当然みんな英語が話せ、まだ英語を

理解できない私にとってとても大変でした。正直、初め

のころは帰りたいなと思うこともたくさんありましたが、

みんな私が１か月前に来たばかりだということを理解し

てくれ、ゆっくり話してくれたり、分かりやすい言葉を

使ってくれたので、１週間目に入るころからはとても楽

しかったです。また、日本人の男の子がいたので、どう



 

 

してもわからないときは訳してもらうなど、たくさん助

けてもらいました。 

  

最初と最後の２日以外は、外でバスの前にシートを敷き、

エアマットに空気を入れた上でシュラフに入って寝まし

た。テントで寝るのかと思っていたので、とても驚きま

した。屋根のない所で寝るのは初めての体験でしたが、

周りに光のない場所だと本当にきれいな星空を見ること

ができ、とても良い経験になりました。また外で寝るた

めの大きなシートは、『ホテルマネージャー』という私

の仕事で、他の７人の留学生と一緒に敷いたり、どうし

ても時間がない時は他の留学生も手伝ってくれたり、み

んな協力してくれて嬉しかったです。食事も割り振られ

た４人のグループで交代しながら、朝食、昼食、夕食を

自分たちで作りました。その時に「ありがとう」とみん

なの国の言葉を教えてもらいながら行っていたら、８か

国語で言えるようになりました。（英語、フランス語、

イタリア語、ドイツ語、デニッシュ（スウィディッシュ）、

中国語、エストニア語、ポルトガル語）たくさんの人と

関わった証のような気がして、とても嬉しいです。 

  

このサファリでは、ほぼ毎日長距離をバスで移動してい

ました。移動のない日は、大きなリュックに班の昼食や

荷物を詰めて、険しい道や岩の上を何時間も歩いたりし

て、たくさんきれいな景色を見ました。時々シャワーを

浴びることができない日もありましたが、毎日のように

泳いでいたのでそれほど不快ではなかったです。思って

いたより厳しいものでしたが、そのおかげでみんなが協

力し合える事がたくさんあり、苦労する分、日本では見

れないような自然のきれいな景色が見ることができたり、

とても良い経験ができました。ブッシュキャンプ、スノ

ーケリング、サンドボーディングなど初めてする事もた

くさんありました。Facebookにもまだ更新しきれてませ

んが、よければ写真も見てください。 

  

そしてサファリが終わった次の日から、やっと!!学校が

始まりました。ろオーストラリアはそれほど教科数も多

くなく、１日５時間授業です。８：５０から始まり、１

教科１時間ずつ、２時間目と３時間目の間に３０分休憩

があり、１５：１５に学校が終わります。和泉高校とさ

ほど変わらないので特に苦労はしていないです。今週は

テストがありますが、サファリへ行って授業の内容が分

からないので、今回は受けなくてよいそうです。オース

トラリアのテストは１教科３時間ほどあるそうです。今

は授業を受けるのに辞書が必需品となっていますが、毎

日新しい単語を覚えながら頑張っています。 

  

Facebookもたくさんの方に見ていただけ、たまにいただ

くコメント、とても嬉しいです。ありがとうございます。

また報告のメールをさせてもらいます。 

 高瀬梨紗 

 

 

 

卓話 『地域の介護』          内藤 絵梨奈 

 

すいれんケアプランセンター、 

すいれんケアセンター 

(事業内容  介護事業) 

 ㈱ウォーターリリィ   

 代表取締役 内藤絵梨奈(取

得資格；介護福祉士、介護支援専門員、認知症ケア専

門士  日本抗加齢医学認定指導士 

平成２４年４月～日本メディカル福祉専門学校 社会

福祉士通信課 在籍)    介護支援専門員協会 会員 、

堺市北区居宅介護支援事業所 連絡会 

役員 、 認知症ケア専門士協会 会員、 ビューティク

ルヘルパースクール 講師 

 

 経営理念；一、私たちは介護を通じて、笑顔いっぱ

いの社会つくりを目指します。一、私たちは、“思いや

り”と“ありがとう”の気持ちを持って、地域に貢献しま

す。一、私たちは、一人ひとりが花を咲かせ、しあわ

せの輪を広げていきます。 

倫理規定；良質なサービスの提供…私達は介護保険制

度の主旨に則って、心身、技術をを磨き、お客様ＱＯ

Ｌ(クオリティオブライフ)＝生活の質の向上、自立支

援に役立つサービスを提供します。そのために、たゆ

まぬ研鑽を行います。 

人権の擁護…利用者様の尊厳の保護に配慮し、常にお

客様の立場に立って提案、行動します。 

安全・清潔への配慮…私達は利用者の尊厳・意思を尊

重しつつ、安全性の確保、及び、清潔の保持に努めま

す。法令の遵守…私達は法令、社内外の規範、社会的

ルールに則って行動し、地域社会からの信頼を得られ

るように行動します。 

 【すいれんの目指すサービス】『介護が必要になって

も障害があっても住みなれた我が家での暮らしを続け

ていきたい・・・』そんな願いをかなえるために年齢



 

 

や障害の有無にかかわらず、ご自身の持てる力を生か

しながら自分らしく暮らせるようにサポートさせてい

ただいています。 

 

 なぜ介護保険が必要なのでしょうか？→国民の3人

に1人が高齢者という時代がやってきます。 

介護を必要とする高齢者が増加→堺市における要介

護認定者数については平成19年3月末で33600人。要

介護度分布では要介護１が最も多いです。世帯構成が

変化→65 歳以上の方を世帯形態別にみて平成10年と

17年とを比較すると『三世代世帯』が激少し『単身世

帯』『夫婦のみの世帯』『親と未婚の子のみの世帯』が

急増。 

認知症は身近な問題→認知症の高齢者は２００万人、

２０年後には３３０万人に達すると予測されています。

８５歳のお年寄りの３～４人に１人が認知症といわれ

ています。 

 今後、ますます、介護を必要とされる高齢者の方が

増加し、地域で支えていく介護力が必要となっていま

す。 

 

 介護保険とは…４０歳以上の方が介護保険に加入

します。被保険者は６５歳以上の方(第１号被保険者)

と４０歳以上６５歳未満の医療保険に加入している方

(第２号被保険者)の２つに区分されています。第２号

被保険者の方の保険料は加入している医療保険の各ル

ールにしたがって保険料が設定されます。 

  保険料は所得に応じて変わります。堺市は市民税

の課税状況等に応じて８段階の保険料となります。保

険料は介護サービス費用の見込みに応じて３年ごとに

見直されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 介護保険 サービス開始までの流れ・・・サービス

利用を考えている方→まずはお住まいの市町村の窓

口へ申請します→認定調査を受ける（心身の状況を調

べるために本人・家族へ聞き取り調査を実施(概況調査、

基本調査、特記事項)→医師の意見書を用意する(主治

医からの介護を必要とする原因の疾患等について意見

調査)→要支援・用介護認定を受ける。 

 申請は、申請窓口（住所地を管轄する区役所の地域

福祉課）に、申請書と介護保険被保険者証を提出しま

す。65歳未満の方は、申請書と医療保険被保険者証を

提出します。 

（65歳未満の方で、すでに介護保険被保険者証の交付

を受けている場合は、「申請書」「介護保険被保険者証」

「医療保険被保険者証」を提出します。） 

 第２号被保険者の方は 老化が原因とされる病気(特

定疾病)により介護が必要であると認定された方のみ

介護サービス利用が可能です。 

 １６の特定疾病…【1】がん（がん末期） （医師が

一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込

みがない状態に至ったと判断したものに限る。） 

 【2】関節リウマチ 

 【3】筋萎(い)縮性側索硬化症 

 【4】後縦靭(じん)帯骨化症 

 【5】骨折を伴う骨粗鬆(しょう)症 

 【6】初老期における認知症（脳血管疾患、アルツハ

イマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化によ

り日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びそ

の他の認知機能が低下した状態） 

 【7】進行性核上性麻痺(ひ)、大脳皮質基底核変性症

及びパーキンソン病 

 【8】脊(せき)髄小脳変性症 

 【9】脊(せき)柱管狭窄(さく)症 

 【10】早老症 

 【11】多系統萎(い)縮症 

 【12】糖尿病性神経障害、糖尿病性腎(じん)症及び

糖尿病性網膜症 

 【13】脳血管疾患 

 【14】閉塞(そく)性動脈硬化症 

 【15】慢性閉塞(そく)性肺疾患 

 【16】両側の膝(しつ)関節又は股(こ)関節に著しい

変形を伴う変形性関節症 

 

 要支援・要介護認定結果が出てから、各地域包括支

援センターかケアマネージャーと契約をし、ケアマネ



 

 

ージャーへケアプラン作成を依頼します。 

 使えるサービスは多種多様です。利用者の希望・必

要性に応じてケアマネージャーと相談し、ケアプラン

が立案されます。 

 利用できるサービスは(介護予防)居宅サービス 

・訪問介護・訪問看護・訪問入浴介護 

・通所介護(デイサービス) 

・短期入所生活介護/療養介護(ショートステイ) 

・訪問リハビリ 

・通所リハビリ(デイケア) 

・福祉用具貸与 

 その他の居宅サービス 

・居宅療養管理指導 

・特定施設入居者生活介護 

・特定福祉用具販売 

・住宅改修費支給 

 地域密着型サービス 

・小規模多機能型居宅介護 

・夜間対応型訪問介護 

・認知症対応型通所介護 

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

・認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 

・地域密着型特定施設入居者生活介護 

訪問介護サービスとは、ケアプランに伴い訪問介護計

画を作成しそれに従って身体介護や生活援助を行うサ

ービス 

ケアスタッフが介助を必要とするご利用者さまのお宅

を訪問し、所定時間内に、特定の日常生活介助を行う

ことです。 

 

身体介護…ご利用者さまの身体に直接触れる介助で

す。室内の移動や歩行、入浴、清拭、排泄（オムツ、

ポータブルトイレを含む）、食事、更衣に関する介助で

す。ただし、医療行為はおこなえません。 

生活援助…掃除や洗濯、買い物や調理など、日常生活

における家事や身のまわりのお世話に関する介助です。 

 

訪問介護サービスと家政婦の違い…訪問介護サービ

スを行うホームヘルパーは、利用者様の自立を支援す

ることを目的として、利用者宅で『身体介護』『生活援

助』を行います。 

 

「介護保険法に基づくかサービスかどうか？」 

 

家政婦さんは全額実費 好きな時に来てもらえるサー

ビス 

訪問介護事業はケアプランの一環として行われる。 

来てもらう日にちはあらかじめ決める。 

費用は自己負担は１割(費用の９割は税金です) 

 

ご利用者さまの生活は千差万別。それぞれに、人生の

なかで培った習慣、価値観があります。 

それらを尊重し、ご利用者さま本位のサービスをご提

供するためにチームケア(主治医、訪問看護、訪問介護、

地域包括支援センター、通所介護、民生委員、ケアマ

ネなど)で在宅生活を支えます。 

『その人らしく、その家で』 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

にこにこ報告           副SAA 河野 強 

  堺13RCで１番活発な堺フェニックスRCに伺いまし

た。頼りない次期ガバナー補佐ですが何卒よろしくお願 

いします。       次期ガバナー補佐 大仲広司様 

 

  本日多数でメイキャップさせていただきます。よろ

しくお願いします。  

堺フラワーRC・泉州KUMATORI･RC一同 

 

  大仲次期ガバナー補佐様、堺フラワーRCの皆様、泉

州KUMATORI･RCの皆様、ようこそお越し下さい間した。

にぎやかな、はなやかな例会になりました。6/2･3 ガバ

ナー同期会ⅰn Osaka では京谷さん中井さんお２人、貝

山さん、内藤さん世話になります。内藤さんの卓話楽し

みです。           米田 眞理子直前ガバナ

ー 

  今日は沢山のお客様においで頂きありがとうござい

ます。堀本様からフェニックスの来るとホッとすると言

って頂き大変嬉しく思っております。今年は自クラブの

例会に出席するだけで精一杯でしたが次年度は是非とも

堺フラワー、泉州KUMATORI･RCに行かせて下さい。 

                  吉川 美幸 会長 

  大仲次期ガバナー補佐様、堺フラワーRCの皆様、泉

州KUMATORI･RCの皆様、本日はようこそおいで下さいま

した。賑やかな例会はやっぱり楽しいですね。   

  石田 得子会長エレクト 

  大仲次期ガバナー補佐様、初仕事頑張ってください。

堺フラワー、泉州KUMATORI･RCの皆様ようこそ。エレン

久し振りに元気な顔を拝見し安心しました。 

            上田 俊夫会員 

  内藤会員、本日卓話楽しみにしていました。大変分

かりやすい内容で勉強になりました。ありがとうござい

ました。               貝山 香純会員 

  本日は多くの御来賓の方々がお越し頂き有難う御座

います。本日の『地域の介護』内藤絵梨奈様の卓話を楽

しみにしています。         片岡 富美子会員 

  大仲次期ガバナー補佐様、堺フラワーRCの皆様、泉

州KUMATORI･RCの皆様、本日はようこそ。内藤様、卓話

ご無理言いましてお受け頂きありがとうございます。 

     中井 昭宏会員 

  大仲次期ガバナー補佐様、本日はよろしくお願いし

ます。堺フラワーRC の皆様、泉州 KUMATORI･RC の皆様、

ようこそ。内藤様、卓話頑張ってください。高瀬様、お

世話になっております。        中野 一郎会員 

  本日は沢山のお客様をお迎えし、にぎやかな例会と

なりました。皆様ごゆっくり例会をお楽しみください。 

    田中 範子会員 

  高瀬さん、エリーを引続き宜しくお願いします。 

田辺 弘樹 幹事 

 

 

 

５月３１日 2012-2013 年度クラブ協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RI2730 地区協議会本会議 

パネリスト・分科会アドバイザーとして 

                 ＲＩＤ２６４０ＰＧ米田眞理子 

 

 風薫る爽やかな５月２５日２６日２７日と鹿児島・宮

崎のＲＩ２７３０地区へ地区協議会の講師として招聘さ

れて行って参りました。９００名参加という盛大な地区

協議会で、参加者の熱意には驚きました。ロータリーに

対する情熱は素晴らしく立派な協議会でした。特にこの

地区の山下ＤＧＥ様と我が地区の北中ＤＧＥ様は同期Ｄ

Ｇの中でも最後のぎりぎり１１月にＤＧＥに就任された

お二人です。山下ＤＧＥ様はＤＧＥに就任早々、大阪で

開催されたロータリー研究会での発表を聞かれて、地区

協議会の招聘講師はこの方だ！！と決めたとお聞きし嬉

しく思いました。予想通りの効果があったようで、また

次年度のためにお役に少しでも立てることを嬉しく思い

ます。 

 鹿児島は数日前からの桜島の噴火で、黒い灰の雨でし

た。新幹線全線開通の効果で大変賑わっておりました。

鹿児島「黒豚の金鍋でのしゃぶしゃぶ」は、会議終了後

の感激もあって楽しく美味しく、２７３０Ｄガバナー補

佐の皆さん方と一緒に楽しい打ち上げ会でした。昨年の

地区大会参加に引き続き、鹿児島が身近になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国同期ガバナー同窓会in 堺          

                       ＰＤＧ  米田眞理子 

 

 ６月２日３日と、大阪・堺で全国同期ガバナーの同窓

会の幹事をさせていただきました。５１人の参加を頂き、

大変盛り上がりました。 

 福井の栗田直前ガバナーも参加され、来年４月７日に

福井フェニックスＲＣ２０周年記念式典・祝賀会で再会

することをお約束しました。 

 全国の直前ガバナーの同窓会には堺フェニックスＲＣ

から京谷会員、中井昭宏会員 中井崇嗣会員 貝山会員 

内藤会員がボランティアで、マイクロバス２台の提供そ

して受付、配車、接待等、２日間ずっとお手伝い下さい

ました。 

 参加皆様から堺フェニックスＲＣには素晴らしい若い

メンバーがおられると賛辞をいただきました。 

 今回のコースは 吉本新喜劇観劇 ワインで有名な串

料理「六角燈」で夕食会（ワインで大いに盛り上がりま

した！）翌日は大澤ガバナーの堺能楽堂の見学、岡部２

６６０Ｄガバナーの妙国寺の見学、丸三雪陵庵での昼食、

仁徳天皇陵を回り、各自それぞれの地区の戻られました。 

 休日を返上して、２日間もお手伝いいただいた、京谷

さん、中井昭宏さん、中井崇嗣さん、貝山さん、内藤さ

んありがとうございました。心より感謝申し上げます。

全国のガバナーに会えたことは、きっと良い思い出にな

るでしょう。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丸三雪陵庵にて 全国から 同期ガバナーの皆さんと奥様方 

 


