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２０１４－２０１５年度 第 １６ 回目 例会

１０月３０日 １８時３０分 ホテル第一堺

開会点鐘 会 長 中 井 崇 嗣

ロータリーソング それでこそロータロー

会長の時間 会 長 中 井 崇 嗣

幹事報告 幹 事 内 藤 絵 梨 奈

委員会報告

地区大会報告 会長 中井 崇嗣 会員

閉会点鐘 会 長 中 井 崇 嗣

次回例会ご案内

第１７回

１１月６日（木）

卓話 松田 香純 会員

『財団月間』

ホテル第一堺

18：30～

第１８回

１１月９日（日）

地区インターアクト行事

海外研修オリエンテーション

初芝立命館

北野田キャンパス

世界からポリオを撲滅することを目指す「世
界ポリオ撲滅推進計画（GPEI）」は、ロータ
リーをはじめ、世界保健機関（WHO)、ユニセ
フ、米国疾病対策センター（CDC）、ビル＆
メリンダ・ゲイツ財団といったパートナー団
体が30年近く前から実施しているもので、
2018年までにポリオを世界から撲滅すること
を目標としています。今年3月には、WHOが指
定する東南アジア地域（11カ国）が「ポリオ
フリー」（ポリオのない地域）と宣言され、
現在は世界人口の80％がポリオフリーと認定
された国や地域に住んでいます。世界での撲
滅が実現すれば、ポリオは天然痘に次ぎ、世
界で2番目に撲滅された疾病となります。



LIGHT UP ROTAR ロータリーに輝きを

本日は米山記念奨学生の康さん、ようこそ起こし
下さいました。そして本日は卓話よろしくお願い
します。

先日のRACとの合同例会として行われました、秋
の親睦例会にご準備ご参加下さいました皆様あり
がとうございました。
本日は地区大会の前週ということで、地区大会に
ついて少しお知らせしたいと思います。

地区大会は地区を単位として、地区内外のロータ
リアンとその家族が年に一度、一堂に会するもの
です。地区大会は、ロータリーに関する情報交換
が行われる場であるとともに、親睦の場ともなり
ます。近隣のクラブ間では交流する機会もありま
すが、同じ地区内でも、遠いクラブと交流をもつ
のは難しいもの。地区大会は「ロータリーを広げ
る」チャンスです。

我々堺フェニックスロータリークラブがある国際
ロータリー第2640地区には70クラブ、1968名のロ
ータリアンがいます。（ガバナー月信10月号より
8月末現在）これに加え、ローターアクター、イ
ンターアクター、米山記念奨学生などのロータリ
ーファミリーが集います。ですので地区大会は「
ロータリーを広げる」チャンスです。

地区大会の開催日程ですが、今年度当地区は
10/25.26に開催されますが、地区協議会、国際協
議会、国際大会、いずれの日程とも重なってはい
けません。さらに、国際大会の前後8日間も、除
外しなければなりません。国際ロータリー（ＲＩ
）理事会としては、地区大会をロータリー年度（
7月から始まって6月まで）の前半に、祝日を避け
るなどして2～3日の日程で開催するよう、奨励し
ています。

場所は、できるだけ多くの人が出席できて、登録
料を妥当な額で抑えられるところが望まれていま
す。地区内のクラブの承認があれば、隣接地区か
、比較的近接している地区内でも、開催すること
ができます。

2014年10月16日（木）例会の記録（第829回）

また、ＲＩ理事会の承認を得られれば、2つ、ま
たはそれ以上の地区が合同で大会を開催すること
も可能です。その形式を「合同地区大会」といい
ます。
参加できる人に、制限はありません。地区内外の
ロータリアンとその家族、インターアクター、ロ
ーターアクター、青少年交換学生、ロータリー財
団国際親善奨学生や学友、米山記念奨学生、ＧＳ
Ｅ（研究グループ交換）プログラムのメンバーな
どです。来賓として、開催地の市長などを呼ぶ場
合もありますし、大会の記念講演会などを、一般
公開にすることもあります。

ＲＩ会長は会長代理を選任し、地区大会に派遣し
ています。誰が来訪するのかは、直接ガバナーに
、通知されます。大会でのＲＩ会長代理の任務は
、代理として講演を行い、各種行事に参加して親
睦を深め、ロータリー情報を伝達することです。
大会への参加以外にも、可能な限り大会前後に日
程を組み、その地区のロータリークラブや奉仕の
プロジェクトを訪問するべきである、とされてい
ます。ＲＩ会長代理には、大会終了後、ＲＩ本部
へ所感報告義務があります。
ＲＩ会長代理は夫妻で訪問し、旅費はＲＩから支
払われますが、宿泊費やその他諸々の大会関係の
費用は、通常、大会費用で賄われます。ＲＩの最
高役員であるＲＩ会長「代理」なので、席次もＲ
Ｉ会長に準じ最高位に準備されます。
また、会長代理以外にも、ＲＩから役員が参加す
るときもあります。「ＲＩ会長代理エイド」とい
う言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかと
思いますが、これらＲＩ関係者には、「エイド」
が任命されることがあります。エイドとは、文字
通り、会長代理を諸般の面でaid（助ける）人の
ことです。

大会の目的は、
・地区の奉仕プログラムやプロジェクトを紹介す
る。
・奉仕にさらに参加するようロータリアンの意欲
を高める。
・クラブレベルを超えたロータリーのビジョンを
共有する。
・思い出に残る親睦の経験を楽しむ。
・ロータリーのリーダーと交わる機会を提供する
。
などがあります。



堺11ＲＣご連絡

堺おおいずみＲＣ
平成２６年１０月２９日（水）例会は

平成２６年１０月３１日（金）
ＰＭ18：00～リーガロイヤルホテル大阪
「３０周年記念式典」に変更になります。

平成２６年１１月５日（水）例会は
定款第６条第一節により休会

堺泉ヶ丘ＲＣ
平成２６年１１月１８日（火）⇒

１１月９日（日）西原公園グラウンド
『第１８回 南区域ふれあい祭り』

堺東南ＲＣ
平成２６年１１月２０日（木）の例会は

平成２６年１１月１６日（日）１１時～
秋の家族例会
グルメ・ミュージック船ひまわり

平成２６年１１月２７日（木の例会は）
平成２６年１１月２３日（日）
ＡＭ９：３０～ 植栽奉仕活動
北野田駅前 ロータリー花壇

１０月ロータリーレート １０６円

掛水会員入会式は１２／４を予定しておりま
す。日程の都合上少し遅くなりますがよろし
くお願いします。

次回は地区大会へ例会変更です。
１０月２３日 ⇒ １０月２６日日曜日
国際ロータリー第２６４０地区 地区大会
場所 河内長野ラブリーホール です。
よろしくお願い致します。

第五回理事会開催のご案内
１１/６ 17：30～ ２Ｆ リセス にて
本年度第五回理事会開催いたします。理事役
員の皆様は出席お願いいたします。

また、地区大会では、規程審議会に提出する立法
案を承認または提案することができます。規程審
議会に送る代表議員を選出することもできます。

地区大会が終了した後、30日以内に、ガバナーま
たは議長代行者は地区大会幹事とともに、「地区
大会報告書（District Conference Report）」を
作成しなければなりません。これは地区大会での
決定事項、出席クラブ数、その他の事項を記載し
、ガバナーおよび地区大会幹事から、ＲＩ事務総
長に提出される正規の報告書です。地区内クラブ
幹事あてで、各クラブにも1部配布されます。

最近の経費節減・環境保護の風潮も鑑(かんが)み
、「地区大会報告書」を、地区内の各クラブの会
長・幹事に対して毎月ガバナーから発送される『
ガバナー月信（Governor's Monthly Letter）』
の特別号として発行したり、ＤＶＤで作成するア
イデアもあるようです。
色々なイベント、企画の用意されている地区大会
ですので、ぜひ、家族やお友達とともに地区大会
に参加して頂きたいと思います。よろしくお願い
します。



ＲＩＤ２６４０ インターアクトクラブ
海外研修オリエンテーション
日時 2014年11月9日 9：30～登録開始

10：00～開会式 講演「ハラルとは？」
11：00～ハラル商品を使用したマレーシア料理
12：00～昼食（調理したマレーシア料理）
13：15～講演

「ﾏﾚｰｼｱから見た日本、日本から見たﾏﾚｰｼｱ」
13：35～海外研修説明会（近畿日本ﾂｰﾘｽﾄ）
15：00～閉会式

場所 大阪初芝学園北野田キャンパス
費用 登録料5,000円
例会変更ですので参加出欠記入用紙を回しま
す。ご記入お願いいたします。

インターアクトクラブ海外研修のご案内
研修日 2014年12月23日(火)～27日(土)
行き先 マレーシア

（アロースター、クアラルンプール）
行程および旅行費用
１２月２３日 関西空港発 クアラルンプール経由

２４日 ペナン着 『マレーシアンナイト』
２５日 現地RC,IAC交流 『ジャパンナイト』
２６日 帰路 周辺ホテルにて夕食会 深夜発
２７日 早朝 関西空港着 解散

申込について１０月１７日までにクラブ事務
所にご連絡頂きますようお願いいたします。

本日のお客様
国際ロータリー第２６４０地区

米山記念奨学生 康 恵 様

10月は米山月間となっております。当クラブ

はここ数年、年間の寄付金額がD2640地区に

おいて上位にいます。その結果からもわかり

ますように、米山記念奨学事業に対し関心と

理解があるクラブだと認識しております。そ

こで、今年度も米山月間に際し寄付のご案内

をいたします。皆様の多額の寄付を

お待ちしております。

奉仕委員会より、各協賛報告

アートのある街づくり会行事協賛させていた

だくこととなりました。

秋はコスモスによる「花風景」

堺市都市緑化センター内「ｶﾞｰﾃﾞﾝｱｰﾄ展」

春は「菜の花により花風景」の参加出品に依

頼を受け付けているそうです。

泉州国際市民マラソンに協賛いたしました。

第２１回大阪府立大学留学生日本語弁論大会

後援いたしました。



今回の卓話は故郷の紹介、私から見た日本、
日本文化の体験、私とロータリー、私の夢と
いう順で進みたいと思います。

故郷の紹介
私は中国・湖南省出身です。北京・上海のよ
うな大都会ではないですが、小さな町でおい
しい食べ物ときれいな自然風景は私を育てま
した。

私から見た日本
小学校の五六年生の時から、セーラームー

ン、キャプテン翼などのアニメは中国で公開
されました。アニメを見て、日本という国は
初めて知りました。そのあと、中学校、高校
を経て、大学の日本語学科に入りました。四
年間の大学勉強を通して、日本語・日本文化
を小さい頃より深めてきました。しかし、ま
だ足りないと思って、大学院に入りました。
日本の先生の研究に対する姿勢、学校の大学
祭、日本語スピーチコンテスト、小学生たち
との交流など、いろいろなイベントを参加す
ることを通して、日本に対するイメージは単
なる富士山、歌舞伎、桜、アニメじゃなくて
、豊になりました。

日本文化の体験
蒔絵、和紙人形、華道、茶道などの勉強で

、日本文化の豊さに感服しました。

私とロータリー
米山奨学金を申請する前に、ホームページで
調べたら、ロータリーは貧困に喘いでいる人
を助かったり、苦難に遭う人に暖かさを送っ
たりする国際的な組織だと分かりました。調
べれば調べるほど、ロータリアンの奉仕活動
をしている素晴らしい姿に憧れるようになり
ました。今年１月での選考試験に幸いでロー
タリー米山奨学生に受かりました。

今年、私と他の18名の留学生は米山奨学生
となって、月に10万円か、14万円の奨学金を
いただいています。みんなの寄付からなった
奨学金は私たちを助け、アルバイトから身を
抜くことができて、専門の勉強と日本文化・
日本社会に対する理解に専念することができ
るようになりました。この場をお借りいたし
まして、皆様に再び感謝の意を申し上げます
。本当にありがとうございます。
留学生たちの夢を支えて、苦しい生活を手伝
って、世界各国の留学生にとって、最高の贈
り物だと思います。もし留学生は世界平和の
懸け橋だと言えば、米山ロータリーはその懸
け橋を支えている土台です。
BBQ、クラブの感謝祭、親睦パーティー、田
辺研修旅行に参加させていただきました。
例会と活動に参加することを通して、より広
い視野で物事を考えることができるようにな
りました。各分野で優れている方々とより深
く話をすることは留学生にとってはなかなか
ないチャンスだと思います。私たちの成長の
ために、いろいろ考えてくれて、ありがとう
ございます。

私の夢
日本で留学した経験を生かして、微力でなが
ら、私の夢は中国と日本の架け橋になりたい
です。自分の力を捧げようと思っています。



欠席報告

出席報告

在籍者 ３０ 名 出席者 １４ 名

出席計算会員２４ 名 欠席者 １０ 名

出席免除会員 ６ 名
（田中会員・片木会員・猿田会員
小林会員・山田会員・石田会員）

免除出席者 ０ 名
石田会員.片木会員.猿田会員

先々週修正出席率
９月２５日 81.48％

本日の出席率
10月16日 58.33％

メイクアップ報告

ニコニコ報告

堺清陵ロータリークラブ 物種 唯修 様
（妹 物種真弓様）

いつもお世話になっております。中井昭宏様
、松田香純様、砂原孝史様、ありがとうござ
います。そして今度新しく、内藤絵梨奈様、
お世話になります。よろしくお願い致します
。

会長 中井 崇嗣 会員
康さん本日卓話よろしくお願いします。楽し
みにしています。

直前会長 中井 昭宏 会員
本日、康さん卓話よろしくお願い致します。

松田 香純 会員
康恵様、本日卓話楽しみにしております。
米山記念奨学会への寄付よろしくお願い致し
ます。

吉住 哲洋 会員
しばらく例会おやすみして申し訳ございませ
んでした。康恵様、卓話楽しみにしておりま
す。

幹事 内藤 絵梨奈 会員
コウさん、今日は
卓話楽しみに
しています。

犬伏 幸代会員 仕事の為

上好まゆみ会員 仕事の為

仲峯 由美会員 体調不良の為

松本美和子会員 体調不良の為

難波竜太郎会員 仕事の為

中野 一郎会員 地区大会会議延長の為

仲峯 豊会員 地区大会会議延長の為

米田眞理子会員 地区大会会議延長の為

京谷知明会員

酒井 誠会員

吉住 哲洋会員 10/13 Rotary-E-Culb

Sunrise of Japan



ロータリーの友と俳句について

クラブ広報担当理事 米田眞理子

私が最初に俳句を読んだのは中学生の時でした。
『鉛筆で 触れればコスモス はらはらと』これが入選し、其処から俳句人生が始まりまし
た。既に50年が過ぎようとしています。米山梅吉翁が俳句がお好きだったとかで、ロータリ
ーの友に掲載されると米山梅吉記念館から、掲載されてますよって、メールが来ます。何よ
りも嬉しかったのは本年1月号の第一選句に選ばれたことです。俳句好きのロータリアンの多
い中、第一選句されるという喜びを味わいました。

俳句の特徴 俳句には次の特徴がある。

• 五・七・五の「韻律」で詠まれる定型詩である。
• 基本として「季語」を入れる。
• 一か所、必ず「切れ」がある。
• 余韻を残す。

韻律
俳句は定型詩であり、五・七・五の韻律が重要な要素となっている。この韻律は開音節と

いう日本語の特質から必然的に成立したリズムであって、俳句の制約とか、規則と考えるべ
きではない。五の部分が6音以上に、または七の部分が8音以上になることを字余りという。
例えば

• 芭蕉野分して盥に雨を聞く夜かな 芭蕉

は8・7・5で、上5が8の字余りである。そのほか字足らず、句またがりなど5・7・5定型に収
まらない作品もある。さらに、俳句は定型詩ではないとして一句一律を唱える自由律俳句も
存在する。
和歌の時代からの伝統であろうが、字余りがゆるされるのは母音ないし撥音が含まれる場合
が多い。それは、母音および撥音が音の一単位としては少々短いためと思われる。例えば本
位を「ほい」と表記する伝統は撥音が一音としては不足していることを表すだろうし、ア行
で活用する動詞が「得（う）」一語なのも母音だけでは語としてなにがしかの不足感をその
当時の人々が感じていたからではなかろうか。

季語
俳句にとって、季語は大きな役割がある。季語を必ず入れなければならないとする有季（季
語絶対）派から季語よりも季感が大切とする「季感」派、無季でもよいとする無季容認、無
季俳句が旧来の俳句的情趣を打破するという「無季」派まで、さまざまな考え方がある。

松田ひろむは、「俳句に季語はあってもなくてもいいのでしょうか。そうではありません。
はっきりいって季語はあったほうがいいのです。俳句にとって『季語』は大きな役割を果た
します。季語は象徴となるイメージを与えてくれるのです。これを連想力といってもいいで
しょう。また時間と空間を大きく広げる役割があるのです」（『入門詠んで楽しむ俳句16週
間』新星出版社）という。



また橋本直は2006年3月の現代俳句協会青年部勉強会で「季語の現在─本意の変遷と生成、
その未来」の基調報告を行ない、そこで「本来の季語、季題の役割は、通時的／共時的な詩
的機能を引き出すためのものであって、あたかも軛のごとく自由を束縛するものではない」
と問題を提起している。このように総じて有季定型派よりも無季、自由律に眼を向けた俳人
のほうがより深く季語の役割について考えをすすめている。
有季絶対派は「季語・季題があればいい」として、かえって緊張感を欠いているともいえよ
う。また「俳諧の発句はその場に対する挨拶の意味を濃厚に含んでいたからである」とする
が、現代の俳句は「俳諧の発句」とは異なるものとして発展してきているので、俳諧の発句
という説は説得力を持っていない。
季語が季節の情感を表現していたかといえば談林の俳諧などではかえって季語を季感と切り
離すことで、笑いを生みだすものとしていた部分もあった。
また、季語といい季題というが、それぞれの用語にはそれぞれの拘りがある。NHKのBS放送
でも、「季語」という金子兜太と「季題」という稲畑汀子とがしばしば激論を交している。
もともと季語・季題という言葉は江戸時代にはなかった。芭蕉の言葉にも「季節の一つも探
り出したらんは 後世によき賜と也」（去来抄）とあり、この「季節」とは季語・季題のこ
と。その他芭蕉はすべて「季」（季の詞）といっている。大胆に要約すれば季の題を詠むと
する立場が「季題」、それでは季題趣味に陥るとするのが「季語」派である。

切れ
俳諧では、最初に詠まれる発句は後に続ける脇句や平句の動機となる必要がある。そのため
発句には、脇句に依存しない完結性が求められた。そこで編み出されたテクニックが「切れ
」である。上手く切れた発句は「切れがある」と評価され、重視された。
たとえば有名な芭蕉の句

• 古池や蛙飛びこむ水の音芭蕉

この句では、「古池や」の後で一呼吸、句の流れが切れている。これは、切れ字の「や」に
よる効果である。読者はその一瞬の休符の合間に、作者を取り巻く環境や作者の思想・感情
・情念・背景などを勝手に想像してしまう仕掛けになっている。このテクニックが「切れ」
と呼ばれ、十七文字という限定された語数で、言葉に形と質感を与える効果を持つ。さらに
、季語とあいまって句に余韻をかもしだす。
このような「切れ」は、現代の俳句でも重要なテクニックの一つである。

切れ字は、強制的に句を切るために使われる助詞のことである。現代の俳句でも使われてい
る切れ字には「かな」「や」「けり」がある。俳句以前の連歌・俳諧の時代には「もがな」
「し」「ぞ」「か」「よ」「せ」「れ」「つ」「ぬ」「へ」「ず」「いかに」「じ」「け」
「らん」など、先の3個と合わせ、計18種類の助詞、助動詞が使われていた。

しかし、切れ字がなくても「切れ」が成立することもある。例えば、芭蕉の弟子・去来は『
去来抄』の中で、こんな芭蕉の言葉を紹介している。
「切れ字を入れるのは句を切るためである。しかし切れている句というのは切れ字によって
切る必要はない。いまだに句が切れている、いないが、わからない初心者のために、あらか
じめ切れ字の数を定めているのである。この定め字を入れれば十のうち七八の句は自然に切
れる。しかし残りの二三は切れ字を入れても切れないダメ句である。また入れなくても切れ
るいい句もある。そういう意味では四十七文字すべてが切れ字となりうる」つまり芭蕉の言
いたいことは、切れは句の内容の問題で切れ字があるなしの問題ではないということである
。そのため、現代の俳句でも、その句のどこに切れがあるのかが話題に上がることがある。
助詞の他には、名詞で切れることが多い。 次号に続く



LIGHT UP ROTAR ロータリーに輝きを
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ロータリーモメント

ＲＩ第２６４０地区
パストガバナー 米田眞理子

今回のプログラムの発表のラストバッターとしてご報告申し上げます。数多い人道的

支援のロータリーモメントの中から、特に１０００年に一度と言われ、国難とも言える、

東日本大震災の支援活動、RID2640地区における人道的支援実践活動のお話をさせていた

だきます。震災直後被災地で一番必要としているものの情報を各クラブに提供する事を基

本に、まず第一番に放射能汚染による避難所の住民に、2640地区の堺の地場産業の毛布

1000枚等１0トントラック（当時は震災直後でトラックと運転手を確保するのも困難だった

状況下）さらに緊急指定を受けたガバナー車・緊急医療チームの救急車で3台で搬送するこ

ととなった。

当時はガソリン供給も制限され、周辺高速道路も閉鎖状況にあったので搬送は困難な状

況下であったが現地で無事支援物資をお渡しでき、大勢の現地のロータリアンの歓迎を受

けました。

最後に 再会して・・・

RI２５３０地区福島の大橋直前ガバナー様とは 大澤ガバナー年度の我2640地区大会,昨

年度地区大会RI会長代理として、本年度も昨日ご来臨いただきました。わざわざ御礼に地

区大会にお越しいただいたのです。地区に米田が生きてる限り地区大会に来ると話してく

ださいました。「今年も桜が咲きました。福島は３・１１を忘れない！生涯忘れることは

ないでしょう。福島の原発事故・被災の４日目にはＲＩ２６４０地区から多くの支援物資

を頂戴しました。心より御礼申し上げます。物心両方のご支援を頂き、これぞロータリー

、ロータリアンで良かったと思った感動の瞬間でありました。ロータリーは素晴らしい！

ロータリーはこういうところであります。そしてRI2640地区のロータリアンの心は、すぐ

さまRI2530地区の避難所の市民へ届けられました。」とのお話に、地区大会の会場内で当

時、苦労をかけたガバナー補佐が大粒の涙を流してして感激しておりました。多くの参加

者に感動を与える、最高の御礼のスピーチでありました。感動の再会でもありました。私

たちの震災支援の人道的支援は今も続いています。

今年度地区大会決議で、東日本大震災支援の継続は承認されました。



ロータリークラブ入会の思いと
今後のロータリー活動について

堺フェニックスロータリークラブ
奉仕（国際・社会）委員長

村尾 利一

ロータリークラブ、私にとってロータリークラブとは、名誉ある会の入会、全く考えてもみ

なかった事です。地位も名誉もない私が入会できるなんて！

若い頃にはあらゆる業界のトップの方、経営者の方々の集まりであり、遠い遠い雲の上の組

織、団体であり縁のない団体でありました。

ある会社の社長の推薦で入会させていただいて約１０か月が経過しようとしています。しか

しながら、未だにロータリーのイロハもわからないまま、毎週例会出席によりロータリーの

目的、役割、目指す所等、少しでも理解しまた、諸先輩方の指導を受けながら、ロータリー

の活動に積極的に、喜んで邁進していきたいと思います。

入会動機 それは今までの人生、生活、環境、会社において、様々な人たちの御縁、援助に

よって無事に過ごしてきました。また、健康でいられるのは、祖先、両親のお陰だと感謝を

しています。（すべての人たちに感謝！）

（大きな問題もなく過ごさせていただきました）

今後、少しでも御縁のあった方、お世話になった方々にお返し、協力できる、またお手伝い

があればと思い、入会させていただきました。

微力ながら、素直な心を持って、気が付いたらすぐに実行、行動するように努めたいと思い

ます。

役１０か月の間でのロータリー活動の中で、印象に残った行事に、２０１３年１２月の少年

ソフトボール教室、２０１４年２月の堺かるた大会、地元子供たちの真剣に取り組む姿勢に

感動し、また子供たちに夢と感動を与えられ、ロータリーに入会し本当に良かったと思いま

す。これからも大きな事業、協力はできませんが、少しでも堺、地元の皆様方、日本中、世

界中の人々の為に役立つこと、事業をロータリーの友と一緒にみんなに公平に、行為と友情

を深め、協力し合って今後、素晴らしい、行動をとっていきたいと思います。



欠席報告

出席報告

在籍者 ２９ 名 出席者 １６名

出席計算会員２３ 名 欠席者 名

出席免除会員 ６ 名
（田中会員・片木会員・猿田会員
小林会員・山田会員・石田会員）

免除出席者 １ 名
山田会員

先々週修正出席率
10月2日 96.43％

本日の出席率
10月26日 69.57％

メイクアップ報告

上好まゆみ会員 10/17 ＫＵＭＡＴＯＲＩ
向日葵 ＲＣ

京谷 知明会員 10/16 大阪狭山ＲＣ

10/20

地区大会記念ゴルフ大会

中野 一郎会員 10/20

地区大会記念ゴルフ大会

仲峯 豊 会員 10/17 ＫＵＭＡＴＯＲＩ
向日葵 ＲＣ

仲峯 由美会員 10/17 ＫＵＭＡＴＯＲＩ
向日葵 ＲＣ

米田眞理子会員 10/17 ＫＵＭＡＴＯＲＩ
向日葵 ＲＣ

犬伏 幸代会員 家族学校行事の為

上好まゆみ会員 仕事の為

片岡富美子会員

中田 聡 会員 仕事の為

松田 香純会員 家族学校行事の為

松本美和子会員 仕事の為

林 信一会員 仕事の為

難波竜太郎会員 仕事の為


