
画立案にあたってのお願い」を配布させて頂

いておりますので宜しくお願い致します。 

③ 広報委員会より地区広報委員会からのメッ

セージをお配りしております。 

④ 青少年交換派遣学生 駒谷瑞穂さんからの報

告書を本日お配りしております。 

⑤ 川柳大会への多数の投稿をお願い致します。 

⑥ 「新年度ロースターの原稿」ご確認済みの方

は事務局まで提出をお願い致します。なお、訂

正のない場合もOKとご記入の上必ずご提出し

て下さるようお願い致します。 

⑦ 次週例会終了後第5回被選理事会が開催され

ます。関係各位よろしくお願い致します。 

        ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ にこにこ箱にこにこ箱にこにこ箱にこにこ箱 ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆    敬称を略す敬称を略す敬称を略す敬称を略す    

誕生日自祝 これから林住期（りんじゅうき）に

入りたいと思います。 目幸 文範 

結婚記念日自祝 在本 茂 

在籍26年自祝 金田 五郎 

１６ヵ年在籍自祝 在本 茂 

１５ヵ年在籍表彰自祝 中島 豊彦 

１４ヵ年在籍賞自祝 髙田 肇 

ゴルフ優勝自祝 郡 悦清 

Ｉ．Ｍ，家族会多数のご参加ありがとうござい

ました。 郡 悦清 

山田雅浩親睦活動委員長には、春の家族会、奥

様共々大変お世話になり有り難うございました。

 中村 健輔 

先日の家族会、山田雅浩委員長、山田雅則委員、

吉野会員など委員の皆様のご高配に感謝して

 坂本 一民 

☆☆ 今日のプログラム ☆☆☆☆ 今日のプログラム ☆☆☆☆ 今日のプログラム ☆☆☆☆ 今日のプログラム ☆☆    

１）例 会１）例 会１）例 会１）例 会 （2063回）    

２）ソング２）ソング２）ソング２）ソング  ロータリー讃歌 

３）卓 話 ３）卓 話 ３）卓 話 ３）卓 話 「最近楽しくとりくんでいること二題」 

             小寺 一矢会員 

４）第４）第４）第４）第5555回被選理事会回被選理事会回被選理事会回被選理事会    

５）ロータリー財団５）ロータリー財団５）ロータリー財団５）ロータリー財団100100100100万ドルミール実施万ドルミール実施万ドルミール実施万ドルミール実施    

   次週（４月２２日）のお知らせ次週（４月２２日）のお知らせ次週（４月２２日）のお知らせ次週（４月２２日）のお知らせ    

１）例 会１）例 会１）例 会１）例 会 （2064回）    

２）ソング２）ソング２）ソング２）ソング  荒城の月 

３）卓 話 ３）卓 話 ３）卓 話 ３）卓 話 「タイ国白内障手術 

             支援プロジェクトの報告」 

          国際奉仕委員長 浅川 正英 

４）４）４）４）5555月度定例理事会月度定例理事会月度定例理事会月度定例理事会    

    ＡＰＲＩＬＡＰＲＩＬＡＰＲＩＬＡＰＲＩＬ    １５１５１５１５    ２０１０２０１０２０１０２０１０    ＮＯ．２０６３ＮＯ．２０６３ＮＯ．２０６３ＮＯ．２０６３    

    ☆☆☆☆☆☆☆☆    ４月度の結婚記念日４月度の結婚記念日４月度の結婚記念日４月度の結婚記念日    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

 大矢 平治  山村 朋史  中村 健輔 

 寺井 種伯  井戸 幹雄  末澤 正大  

寺内 清視         （以上敬称略） 

＊＊＊＊＊＊＊＊    先 週 の 例 会 報 告先 週 の 例 会 報 告先 週 の 例 会 報 告先 週 の 例 会 報 告    ＊＊＊＊＊＊＊＊    

☆☆☆☆☆☆☆☆    会 長 報 告会 長 報 告会 長 報 告会 長 報 告    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

ご来訪のビジターの皆様、ようこそお越し下さ

いました。どうぞごゆっくりお過ごし下さい。会

員の皆様多数のご出席ありがとうございます。さ

て、先週土曜日のＩＭ第６組インターシティー

ミーティングに24名の方にご出席頂きましてあ

りがとうございました。また、翌日曜日の家族会

には、会員・ご家族併せて36名の方々に参加して

頂き、好天の中、地引網を皆んなで力を合わせて

引き上げ、取れた魚を賞味して、一日楽しく過ご

して参りました。お世話下さいました山田委員長

始め親睦活動委員会の皆様に感謝申し上げます

と共に、登録のみで参加下さいました皆様に厚く

お礼申し上げます。また、一昨日の火曜日には、

第３回のゴルフ会が伏尾ゴルフ倶楽部で開催さ

れ、桜もほぼ満開の好天に恵まれ、春の珍事で不

肖私が優勝させて頂きました。ご参加頂きました

皆様どうもありがとうございました。 

☆☆☆☆☆☆☆☆    幹 事 報 告幹 事 報 告幹 事 報 告幹 事 報 告    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

① 本日、「2010～2011年度理事・役員・委員長一

覧」をお配りしております。 

② 次年度理事・役員・委員長に「次年度の活動計

電話(06)6345-1115(直通) 電話(06)6341-4411(ホテル) FAX(06)6344-8222 E-mail:temma-rc@lapis.plala.or.jp  http://www10.plala.or.jp/temma-rc/ 
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＜＜＜＜四四四四つのテストつのテストつのテストつのテスト＞＞＞＞１１１１．．．．真実真実真実真実かどうかかどうかかどうかかどうか    ２２２２．．．．みんなにみんなにみんなにみんなに公平公平公平公平かかかか    ３３３３．．．．好意好意好意好意とととと友情友情友情友情をををを深深深深めるめるめるめるかかかか    ４４４４．．．．みんなのためになるかどうかみんなのためになるかどうかみんなのためになるかどうかみんなのためになるかどうか 

2009200920092009----2010201020102010年度年度年度年度    国際ロータリーのテーマ国際ロータリーのテーマ国際ロータリーのテーマ国際ロータリーのテーマ 

ロロロロ    ーーーー    タタタタ    リリリリ    ーーーー    雑雑雑雑    誌誌誌誌    月月月月    間間間間    



春の家族会、親睦活動委員会のみなさんにお世

話になりました。 松宮 清隆 

岡本委員長、先週はありがとうございました。

 中島 康之 

ホームクラブ連続欠席のおわび 在本 茂 

長期欠席のお詫び 永田 秀次 

平成平成平成平成22222222年年年年4444月月月月8888日日日日        合計金合計金合計金合計金            60,00060,00060,00060,000円円円円    

                                        累計金累計金累計金累計金    2,560,0002,560,0002,560,0002,560,000円円円円    

☆☆ 先週（☆☆ 先週（☆☆ 先週（☆☆ 先週（4444 月月月月 8888 日）の卓話 ☆☆日）の卓話 ☆☆日）の卓話 ☆☆日）の卓話 ☆☆        

        「女で生まれて男の脳「女で生まれて男の脳「女で生まれて男の脳「女で生まれて男の脳    

                        男で生まれて女の脳」男で生まれて女の脳」男で生まれて女の脳」男で生まれて女の脳」    

     ㈱アイドマプランニング 

     代表取締役社長 坂田 洋介 様 

            岸本 良一会員紹介 

 当社は、性別適合手術（俗に性転換手術）に関

わらせて頂いております。いわゆる性同一性障

害とは「男の脳なのに、女性の体」、もしくは「女

の脳なのに、男性の体」という状態で、原因はま

だ医学的に解明されておりません。現在の日本

では「特例法」として、一定の要件をクリアすれ

ば、性別の変更が可能となります。その要件の一

つとして、性別適合手術があるのですが、当社は

タイとの連携により、今までに延べ千数百名の

手術アテンドを成功させて参りました（日本最

多）。それにとどまらず、性同一性障害者の戸籍

変更アドバイスに加え、その後の社会的問題に

まで着手しております。一般的には「性同一性障

害」は徐々に認識されてきておりますが、当事者

の実状はやはり、まだまだ厳しいと言わざるを

得ません。当初は美容整形アテンドのビジネス

モデルとして立ち上げた会社ではございます

が、現在は「一人の人生」の重要なお手伝いをさ

せて頂いております。 

☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ 出 席 報 告出 席 報 告出 席 報 告出 席 報 告 ☆☆☆☆☆☆☆☆（ ）内は会員総数を基準とした値 

国内ビジター ４名 会員総数 72名 

国内ゲスト  ４名 会員出席 45名(59名) 

外国ビジター ０名 出席規定適用免除 23名 

外国ゲスト  ０名 会員欠席 14名 

4月8日の出席率 76.27％ 

４週間前（3月18日）の 

メークアップを含む出席率 87.50％ 

メークアップ実施会員     8名（欠席者16名) 

☆☆☆☆☆☆☆☆    本日のランチメニュー本日のランチメニュー本日のランチメニュー本日のランチメニュー    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

・ハヤシライス  ・ミックスサラダ  ・コーヒー 

    春春春春    のののの    家家家家    族族族族    会会会会        

晴天に恵まれ、会員・家族元気に地引網を引き上げ絆の確認が出来た事業でした。 

500メートルある地引ロープを泉佐野漁業組合青年部20名と力を合わせて、わずか20分ほどで引き上げ、

会員・夫人・子供たちも「舌鮃、たこ、渡り蟹、白身の魚、エイ、ミミ烏賊」など普段目にすることのな

い魚を目にして大喜びでした。その後、色々な魚の説明、漁業手法の説明など聞かせて頂きました。 

移動後、漁業組合でバーベキュー会場を設営していただき、「お刺身、かにの味噌汁、引き上げたお魚

の焼き物やホタテ、サザエ、天然桜鯛刺身、鮃の刺身、蛸めし、泉州のしゃこえび」など、食べきれない

ほどのご馳走をよばれました。 

そして後片付けは、石田直前会長夫人が率先してお手伝いいただき、ご婦人皆様方にもご協力いただき

ました。（ありがとうございました） 

「だんじり会館」で祭りの歴史探索、移動後、振舞い酒、地元手作りの漬物などをいただき、「だんじ

り」を見て、触って、保存会の説明を聞き予定時間が延びるほどの充実した時間を過ごしました。 

親睦活動の原点が感じられた全員が協力できた一日でした。 

                  親睦活動委員会 委員長 山田雅浩 参加者に感謝！感謝！ 


