
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URL: http://www.sakaiphoenix.com E-mail : rotary@sakaiphoenix.com 
 

第 452 回例会                                  通巻 451 号 
 

平成 18 年 10 月 26 日 2006～07 年度 No.15       

 

本日の例会(第 16 回例会) 10 月 26 日(木) 

   

例会変更  

 

集合９：１５ 神戸方面(花鳥園他) 

 

   
11月度定例理事会17:00 2F リセス 
 

次週の予告(第 17 回例会) 11 月 2 日(木) 

 

◆開会点鐘◆ソング「君が代」「手に手つないで」

 

◆卓話「ロータリー財団月間に因んで」 

              国際奉仕委員会 
 

 

次々週の予告（第 18 回例会） 11 月 9 日(木) 

 

11/18(土)ＩＭ・全体進行他予行実施 

 

米山奨学会1000万円達成クラブ感謝状 

 



 

 第 451回例会記録 

会長の時間   会長 米田眞理子                      
 

お客様紹介 

 ガバナー・三軒久義様  
 ガバナー補佐・奥野圭作様 

 地区副代表幹事・岸脇利一様    
  

本日はガバナー公式訪問のため会長の

時間は堺北西ＲＣ 森崎 勝会長が担当

されます。 

３クラブ合同での例会で｢米山寄付金 1000

万円達成！｣表彰状を三軒ガバナーから当

クラブに頂戴しました。最高の栄誉です。 

 

会長・幹事懇談会のご報告 

懇談会出席者  

 ガバナー・三軒久義様    

ガバナー補佐・奥野圭作様 

地区副代表幹事・岸脇利一様 

会長・米田眞理子  幹事・大前純男 

（懇談内容） 

① 会員増強５名 さらに出席率もよく何

も申し上げることはない。 

② 奉仕活動もマスコミ･新聞・ＮＨＫＴＶ

にて報道され､是非意義ある業績賞に

挑戦されたら良い、とアドバイスを戴

いた。 

③ 地区委員長、委員に３名も出していた

だき申し分ない。 

④ ＩＭのホスト･素晴らしいプログラム

を楽しみにしている。 

⑤ ＩＭに多くの参加を、ガバナー補佐・

前年度ガバナー補佐と協力して 

呼びかけて欲しい。 

⑥ 地区大会･世界大会に参加して欲しい。 

特に全てのことが素晴らしくガバナーか

ら申し上げることはないとのことでした。

会員皆様のお蔭と感謝申し上げます。 

幹事報告   幹事 大前純男 

配布文書 ① 例会変更のお知らせ ｢堺東南ＲＣ・堺中ＲＣ｣ 

     ② 10月度定例理事会報告 

     ③ 広報補助金を利用したクラブ広報について 

     ④ 9月度会計収支計算書 

     ⑤ 会報no.１４ 

出席報告        ＳＡＡ 
 

 

 

  

  

会 員 総 数  ３２名 メークアップ   

（内出席率計算会員）    ２５名 田中（眞）会員 9/26 上海ＲＣ 

本 日 の 出 席    ２５名 吉岡 会員 10/12 理事会 

本日の出席率 ８８ ％ 

 修正出席率（９/28） ８８ ％ 
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2640 地区ガバナー公式訪問 
 

 

 

堺北西（ホスト）・堺清陵・堺フェニックスＲＣ 
 

 

「点 鐘」 「唱 和」   Ｌead the way「 率先しよう」 

             「ソング」   「君が代・奉仕の理想」 

「会長の時間」  北西ＲＣ  森崎 勝 会長 
    

 

「ガバナーアドレス」 
2640 地区 ガバナー  三軒久義 様 

 
私の公式訪問にこんなに大勢ご参加して下さ

って有難うございます。 

開会点鐘に当たり、私がお願いしている RI テー

マを日本語と英語の２か国後で唱和していただ

き嬉しく思います。 

今年度、私は 2640 地区のガバナーに急遽選ばれ

たため準備も十分に出来ておりませんので、歴代

ガバナーさんのように感動的なお話も出来ませ

んし、直前ガバナーの平尾さんのように歌も歌え

ませんので、只ひたすら手続き要覧に忠実にお話

しをさせていただきます。 

その中に多大な寄付をされたクラブを表彰すると有ります。 

〈表彰状授与〉 堺フェニックス RC は米山奨学会寄付 1000 万円を達成されました。ここに表彰

状をお贈りいたします。〈表紙写真〉―今夜はきれいな女性が大勢お見受けいたします。女性会員

が多いのは素晴らしことでうれしく思っています― 

〈今年度ＩＭ〉は、堺フェニックス RC に担当していただきます。岡本実行委員長さんはじめとし
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て素晴らしいプログラムを予定していただいております。是非多数の皆さんのご参加をお願いし

ます。その堺フェニックス RC は創立十周年を迎えられて沢山の事業をしておられ大変感心いたし

ております。まことに 10 周年とは到底思えないクラブです。引き続きご活

躍をお願いいたします。 

〈WCS について〉、ＷＣＳとライラはクラブによって地域差があってＷＣＳ

は実施したことのないクラブが多い。WCS,ライラがどんなものか知らないク

ラブもある。堺フェニックスＲＣの京谷さんは地区ＷＣＳ委員長ですが、そ

のようなクラブにＷＣＳを手がけるようお願いしています。 

 ＷＣＳの成果を見るために昨年の平尾ガバナー年度に視察旅行を企画し

ていただき大変好評を得ております。今年度も堺清陵ＲＣさんの姉妹クラブ

であるインドネシアのバリ島に視察を予定しております。その際にはご協力をどうかよろしくお

願い致します。 

〈 “Lead the Way “という今年度のＲＩテーマについて〉  昨年は Service above the self と
いうロータリーの根源に関わるテーマでした。今日まで数々のＲＩテーマを

提案されましたが、それは誰がしてきたのでしょうか？「誰かがするのであ

ろう」ということで率先されなかったという反省に立って、2002 年目のロ

ータリーをさらに発展さすためには本年度テーマは自らが“率先しよう！”

です。 

ここにお集まりの 3クラブは独自の事業をされ、このテーマを地で行ってお

られます。 

堺北西ＲＣは 21 コンサートに命を掛けておられる、堺清陵ＲＣさんは渭東先生が校医をされて

鳳高校の学生さんを引き入れていろんな奉仕活動を経験されておられます。私は実は鳳高校の 5

期生なので、大変うれしく思っております。 

堺フェニックスＲＣは新聞、ＴＶでも既に報じられているように素晴らしい

船を寄贈されておられます。 

本日の会長・幹事懇談会では 3クラブさんには何も申し上げることは有りま

せんでした。ただ一つだけやや人数が少ないのが寂しい。本日の 3クラブ合

わせての参加人数ぐらいが 1クラブといいのが丁度いい。 

 

〈ガバナー補佐制度について〉、は今年で 5年目になります。DLP の仕上げの年にしたいと考えて

います。 

 この 3 クラブの中で前年度は堺フェニックス RC の岡本さん、今年度堺北西 RC の奥野さんに

ガバナー補佐をしていただきお世話になっております。   

 ガバナー補佐制度の目的と動機は、クラブ数の増加に伴って地区を増やすわけにはまいりま

せん。クラブの数が増えればガバナーの仕事が増えるのですがそれを助けるということからス

タートしています。今年は私の仕事の半分以上持っていただくことにしています。 

 今年度のこの制度で私は 補佐さんにクラブを 4回訪問していただいて、進捗状態の視察監督、

指導して相談に乗っていただくようにお願いしています。ガバナーは他所行きの顔だが補佐さん

は近所だから各クラブの事情をよくご存知ですからその報告を基にしてガバナーが指導して行く

ことが効果的だと思っております。 

〈ＲＩの強調事情とは〉、 

１ 水の保全 

２ 保健と飢餓 （年間 2000 万人が餓死している） 

３ 貧乏から脱出するための識字率の向上 

 以上は例年通りですが、ボイド会長は 

４ ロータリー家族を強調されています。 財団の交換留学生をロータリーファミリーと云いま

すが、これは本当に会員の家族のことです。ご家族をロータリー活動に引き入れることによって

若い新しい会員を増やすことができる。 

この 4つめが今年度私も特別力を入れている項目です。 
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地区としては例会出席をお願いしています 

〈クラブ例会出席について〉、2640 地区においてこの例会出席が最も重要視されています。例会

は会長が組み立てるのです。ＳＡＡはそのお手伝いをし、幹事はその下働きをするのです。 

例会は道場です。何でも上達したいのならば道場には数多く通わなければなりません。 

同様にロータリアンとして上達するにはより多く例会に出席することが大切なのは云うまでもあ

りません。 

メークアップは大切です。何故なら例会は一つとして同じものはありませんクラブによって皆違

います。最近では、来た人順に食事をして、時間が来れば会長が点鐘して始める外国スタイルの

クラブが増えてきたようです。会長が例会を作って行かなければなりません。例会は面白くなけ

ればなりませんが、面白いだけではいけません、緊張感が必要です。この３クラブの会長さんは

みな素晴らしい会長さんです。 

ＷＣＳ，ライラも頑張ってほしい、ロータリーらしい社会奉仕をしてほしい。 

〈ロータリーらしい社会奉仕とは〉、他のさまざまな奉仕クラブ、例えばキワニスクラブ、老人ク

ラブ、ＰＴＡなど団体の活動とはどこが違うのか？ロータリー独自の奉仕活動で無ければならな

いと思っています。ポリオの撲滅にロータリーは大きな貢献しましたが、一般の方がポリオとい

って思い浮かぶのは黒柳徹子さんの顔です。ですから、今年度からはロータリーでは広報を最も

重要視しております。 

〈地区大会〉は河内長野市ラブリーホール（2007 年 4 月 15 日）、スイスホテル（4月 14 日）で行

います。 前夜祭には会長幹事全員が来ていただきたい。そして本会議には全会員の出席をお願

いしたい。ご満足される地区大会にするべく現在鋭意準備中です。 

〈国際大会〉 開催場所はハリケーンのためにニューオリーンズは中止になり 5 年先の予定だっ

たソルトレーク（ユタ州）（６／17～20）に変更になりました。 これまで行ったことのない方は

是非ご参加下さい。 

〈ＣＬＰについて〉、今年度でＤＬＰは完成させます。 

ＣＬＰについては古い方は「いまさら。なぜ？」と無関心でしょう。 

しかし、昨今ロータリー綱領に掲げられている 4 大奉仕という考えはややマンネリ化しました。

ＣＬＰとは 

クラブのこれらの委員会組織を見直すことを意味します。無論 4大奉仕は奉仕活動の基礎であり、

特に職業奉仕はロータリーの根源となるものです。他の３つもロータリーの基礎ではあますが、

更にそれ以上に効果有らしめるためには決まりきった 4 大奉仕を掲げるのではなく、ロータリー

財団委員会、米山奨学委員会を大委員会に格上げするなど委員会を見直して見ることが大切だと

考えています。このことによってロータリ財団が活発になると思います。この他に会員増強委員

会を、また広報委員会を格上げして見ることが大切だと思います。 

そしてクラブ奉仕委員会をクラブ運営委員会として一括してしまう。 

これらのアイデアを具体化するかどうかは各クラブの裁量に任せる。申し上げたいのは、４大奉

仕委員会に拘らないで、例えば北西ＲＣさんでは「21 委員会」といったものを作ってその下にい

ろいろな小委員会を作ってみる。4 大奉仕にこだわらないで大委員会を作って欲しいと考えてい

ます。 

それに付随して職業奉仕がなくなるのではという心配が生じてくるかもしれませんが、それな

らばそのクラブでは職業奉仕委員会を別に作ってその代わり実績を上げていただければよい。 

以上ＣＬＰについての概略をお話し、ガバナーアドレスとさせていただきした。 

最後に、これからも引き続き２６４０地区のために皆さんのご協力・ご指導をお願い致します。 

本日は本当に有難うございました。 

 

[お礼の言葉] 堺清陵ロータリークラブ 木下裕允 会長 
ガバナー 三軒 久義様 ガバナー補佐 奥野桂作様、地区副幹事 岸利一様、本日公式訪問

有難うございました。本年度は三分の一が過ぎましたが、後、三分の二が残っていますので本日

の、ガバナーのご指導を基に頑張って行きたいと思います。 
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[閉会点鐘]   北西ＲＣ 会長 

[花束贈呈]   フェニックスＲＣ 米田会長 他   

 
 

 

 

 

 

 

 

[地区活動方針] ２００６－７年度     第 2640 地区  ガバナー 三軒久義 
1. ＬＥＡＤ ＴＨＥ ＷＡＹ（率先しよう）   

① 例会の点鐘前にテーマを唱和する  ②「RI テーマ」に関するフォーラムを 
2. 出席率向上を    ①日本の 34 地区で  ② ホームクラブとメークアップ 
3. ロータリーらしい社会奉仕を 
4. 世界社会奉仕（WCS）のプログラムの実施を！ 
5. 地区大会は 2007 年 4 月 14 日（土）大阪市   4 月 15 日（日）河内長野市で開催 
6. 米国ユタ州ソルトレイクシティで 2007 年 6 月 24 日～27 日に行われる国際大会にご参加を！ 

 

手に手つないで 
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記念撮影 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

堺フェニックスロータリークラブ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    堺北西ロータリークラブ               堺清陵ロータリークラブ 
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報告 にこにこ 
 三軒ガバナー様、本日は懇談会からガ
バナーアドレスまで有難うございま

す。 

（米田眞理子会員）

 環濠クルーズ毎週土曜日、日曜日に就
航しています。10 時発の便がおすすめ

です。 

（大前純男会員）

 2640 地区ガバナー三軒久義様、本日
ご指導有難うございます。 

（三村文男会員）

 三軒ガバナー本日は有難うございま
す。１１月 18 日のＩＭをお忘れなく。

（岡本勝士会員）

 ガバナー本日はご指導有難うございま
す。 

（上田俊夫会員）

 日はガバナーに訪問いただき有難う
ございます。 

よろしくご指導下さいませ。  

（今野 華会員）

 ガバナー訪問を迎え、色々とご指導お
願いたします。 

（中弥好美会員）

 本日は三軒ガバナーにお忙しい中ご足
労頂き、有難うございます。よろしく

ご指導の程お願い致します。 

（渡辺力夫会員）

 三軒ガバナー本日はようこそおいでい
ただきましたよろしくお願い致します。

（石田得子会員）

 三軒久義ガバナー様公式訪問有難うご
ざいます。      

（楠 玲子会員）

 三軒ガバナー、本日は有難うございま
す。委員会開催の多いにもかかわらず、

毎度毎度ご出席いただき有難うござい

    ます。        （吉岡宏明会員）

 ガバナー公式訪問ありがとうございま
す。 

（尾羽根伸幸会員）

 ガバナー訪問の三クラブの合同例会さ
せていただき段々とロータリーのこと

が分かって参りました。 

（熊取敬子会員）

 三軒久義ガバナー本日はご訪問ご指導
有難うございます。 

 （小野晃範会員） 

 三軒久義ガバナー様、本日よろしくお
願いします。 

（田中範子会員） 

 三軒久義ガバナー様ようこそおこし頂
きました。本日はよろしくお願い致し

ます。   （犬伏幸代会員）    

 三軒久義ガバナー様合同例会にようこ
そおいで下さいました。 

（中野 清会員） 

 

 上海ＲＣ例会に時々出席しておりま
す。例会前 1時間位からゲストが話し

に盛り上がる時間で、楽しいひと時で

す。今日の合同例会、折角３クラブ集

まるも交流ほとんど無し。新しい会員

が入会しても楽しさを味わえるだろ

うか？これが日本のステイルと言っ

てしまえばそれまでだが、上海ＲＣで

は会長自らも率先してホスト役を務

め、いろいろな人に声をかけて行く。

この声三軒ガバナーに届きますよう

に！

（田中眞琴会員）

 

 

本日 １８件 合計  ￥ ８０，０００ 

累計  ￥７６９，０００ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

            

 

 

 

本本日日ののメメニニュューー  

和和弁弁当当 
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