
 

第５２２回例会- 通巻 513 号

平成 20 年 5 月 1 日               ２００7～２００８年度Ｎｏ．36 号

 

本日の例会  

◆ソング『君が代』『奉仕の理想』 

◆お客様紹介 ◆会長の時間 ◆各種お祝い

◆米山奨学金支給 ◆お食事 ◆出席報告 

◆幹事報告 ◆委員会報告 ◆ＳＡＡ報告 

卓話 『第二の人生』 

楠 玲子会員 

次回の例会予告（第５２３例会） 

卓話 『国際奉仕について』 

IM８組池田ガバナー補佐 

例会後 クラブアッセンブリー 

ナチュラルガーデン 2008.4.24 

 

前列左より） 平原ガバナー 勝野ガバナーエレクト 

村上ガバナーノミニー 三軒パストガバナー 

 

５月度各種お祝い 
 

会員誕生日  米田眞理子会員 熊取敬子会員 
      

多くのロータ

リークラブ会

員の皆さんと

の楽しいひと

時 

森島憲治会員 

家族誕生日  今野元博様 森島登志子様 

会員記念日  熊取敬子会員 坂口義郎会員 

今野華会員  宅一朗会員 

石田得子会員 

創業記念日  小野晃範会員 
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例会(第 521 回例会)の記録 会長の時間   

          会長  京谷知明 ･･････4 月 24 日･･････ 

 [点 鐘]   

[唱 和]  ROTARY  SHARES  

 ロータリーは分かちあいの心 

 

お客様のご紹介 

・ＲＩ2640 地区 ガバナー 平原祥彰様 

・ガバナーエレクト    勝野露観様 

・ガバナーノミニー    村上有司様 

・パストガバナー     三軒久義様 

・ＩＭ８組ガバナー補佐  辻野嘉人様 

・ＩＭ７組ガバナー補佐  大森 豊様 

・地区ＩＴ委員長     寺下 卓様 

・地区ＧＳＥ委員     西田泰庸様 

・藤井寺ＲＣ 

中野一郎様(会長) 橋本竜也様 大村充様 

中井勇一様・奥様・アラッド様 

藤本雅一様 辰巳恵造様 

泉谷雅造様 清藤幸男様 

・藤井寺しゅらＲＣ 

山尾利行様 

・忠岡ＲＣ 

松生 満様 (忠岡 RC 会長 

・堺おおいずみＲＣ（堺プロバスクラブ会長） 

木久和則様（次年度 IM8 組ガバナー補佐 

・堺ＲＣ 

近森裕子様 近江栄美子様 和田武子様 

・太子ＲＣ 

川端健夫様 （地区財団研学友委員 

・岸和田東ＲＣ 

嶼(しま)光子様 

・堺泉ヶ丘ＲＣ 

吉野惣太様（地区財団奨学金委員） 

 

 

皆さんこんば

んは。 

まずは、藤井

寺 RC との合

同により、この

ような素晴らしい友好例会を開催することができ

ました事を、ご報告申し上げると共に、藤井寺

RC の皆様に、心から感謝申し上げます。 

本日の友好例会には、平原ガバナー・三軒パ

ストガバナー・勝野ガバナーエレクト・村上ガバ

ナーノミニー、ガバナー補佐の方々や各クラブ

からも、多くのロータリアンの皆様にお越し頂い

ております。お客様のご紹介は後程ゆっくりさせて

頂きます。 

さて、ご挨拶はこれぐらいにさせて頂き、まずはこ

の例会場の、自然食バイキングを頂きましょう。 

美味しい料理で、お腹も気持ちも満ち足りたとこ

ろで、ゆっくりと友好を深めながら、本日も例会を

楽しみましょう。  

幹事報告 

      幹事 尾羽根伸幸 

✉４月度次年度理事会議事録 配布 

✉2008～2009 年度理事会・委員会組織表 配布 

✉例会変更 

・堺ＲＣ   ５／１（木）休会 

・堺清陵ＲＣ ５／８（木）休会 

・堺西ＲＣ  ５／８（木）→５／１１（日） 

親睦家族会 京都方面：「鴨川

おどり」観賞 

・堺泉北ＲＣ  ５／８（木）休会 

・堺泉ヶ丘ＲＣ ５／２０（火）例会場変更 

万る味 18：30～ 

『新旧引継ぎ会』 
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出席報告  ＳＡＡ 

 

 

ニコニコ報告 

 

地区大会は有難うございました。 

いつも有難うございます。 

宜しくお願いします。 

今夜はごちそう楽しみにしています。 

ガバナー 平原祥彰様

次年度もよろしく 

ガバナーエレクト 勝野露観様

本日はお邪魔します。 

パストガバナー 三軒久義様

本日は御招待有難うございました。 

次々年度宜しくお願い申し上げます。 

ガバナーノミニー 村上有司様

本日はお世話になります。 

藤井寺ＲＣ一同

今日は素敵な会に参加させて頂いて、 

有難うございます。 

堺ＲＣ 近江栄美子様

和田武子様 

近森裕子様 

本日は有難うございます。皆様の元気をたら

ふく頂いて行きますね。 

岸和田東ＲＣ 嶼光子様

本日はお世話になります。 

海南東ＲＣ 寺下卓様

ガバナー平原様、パストガバナー三軒様、 

勝野ガバナーエレクト様をお迎えしての藤井

寺ＲＣとの友好合同例会に出席させて頂き感

謝しております。宜しくご指導下さい。 

堺おおいずみＲＣ 木久和則様

本日はお世話になります。 

太子ＲＣ 川端健夫様

本日はお声を掛けて頂きまして有難うござい

ます。どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

大森豊様

京谷会長お世話になりました。 

松生 満様

ありがとうございます。 

藤井寺しゅらＲＣ山尾利行様

今日はお招きに預かり、本当に有難うござい

ます。 

ＩＭ８組ガバナー補佐 辻野嘉人様

ありがとうございます。 

泉ヶ丘ＲＣ 吉野惣太様

お客様が多くて書ききれません。 

本日の友好例会に、本当に大勢のお客様に 

来て頂き感謝！！ 

京谷知明会員

本日は、たくさんのお客様がお越し頂き 

にぎやかな例会です。 

皆さん、例会を楽しんで下さい。 

尾羽根伸幸会員

前回の欠席お詫び申し上げます。 

石田得子会員

本日はたくさんのお客様、有難うございます。

三村文男会員

本日は多くのお客様にお越し頂き有難うござ

います。          上田俊夫会員

ガバナー始め大勢のお客様方、遠い所より 

お越し頂き、本当に有難うございます。 

犬伏幸代会員

  会 員 総 数 ２２名 

本日の出席 １５名 

（内出席率計算会員） １４名 

本日の出席率   ７０％ 

  修正出席率（4/3）   ７５％ 
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藤井寺ロータリークラブとの友好例会が盛会

に行われます様に。 

私は残念ですが、業界の定期総会にて欠席さ

せて頂きます。      周防君子会員 

たくさんのお客様をお迎えして賑々しい例会

が出来ますことを親睦委員長として大変うれ

しく存じます。 

皆様どうぞごゆっくりお過ごし下さいませ。

楠 玲子会員

平原ガバナー始め多くのお客様うれしき限り

です。本日は皆さんと共にロータリーを楽し

みたいと思います。 

タイの交換学生、本日無事関西空港に送りま

した。22 日からの学生もよろしくお願いいた

します。 

         岡本勝士会員

本日は楽しい友好例会が開催でき何よりうれ

しいです。        米田眞理子会員

 

２５件 合計    ￥１９９，０００ 

累計  ￥１，８８８，０００ 

 

 

Garn 君  Pat 君 帰国          2008.4.24 関空にて 

 

あっという間の楽しい一ヶ月でした Good-bye    See you again 
ホストファミリー上田会員はじめお世話いただいた会員の皆さんありがとうございました。5 月 25

日から 6月 22 日までホーぺ君がまいります。ご協力よろしく（国際奉仕委員長岡本勝士）  

 



 

 

 

新入会員歓迎セレモニー 乾杯 

 

 

三軒パストガバナー 

うぐいすの声 

辻野美智子新入会員にガバナーより花束贈呈 

 
 

 

「ロータリーは実践・情熱」 平原ガバナー 
自然食 バイキング 

 

 「夢をかたちに（Make Dreams Real）」 

勝野ガバナーエレクト 美味しく健康 
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和気藹々 

 

 

 

堺プロバスクラブをよろしく―――― 木久会長 

 

 

 

 

 

 

  「女性の会 5.9 ぜひご参加を」 

 「友好例会またやりましょう」藤井寺 RC 中野会長(左) 
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