
 

 

第６７９回例会 
通巻６４６号

平成２３年９月８日 ２０１１～２０１２年度Ｎｏ．９

本日の例会 プログラム（第 679 回例会） 

2011201120112011 年年年年９９９９月月月月８８８８日日日日((((木木木木))))    2011201120112011----12121212 年年年年度度度度    第第第第９９９９例会例会例会例会        場所    ホテルホテルホテルホテル第一堺第一堺第一堺第一堺        

本年度本年度本年度本年度 RIRIRIRI テーマテーマテーマテーマ    唱和唱和唱和唱和    

開会点鐘開会点鐘開会点鐘開会点鐘            吉川美幸会長 

ロータリソングロータリソングロータリソングロータリソング斉唱斉唱斉唱斉唱    「「「「奉仕奉仕奉仕奉仕のののの理想理想理想理想」」」」    

   ロータリーロータリーロータリーロータリーのののの綱領綱領綱領綱領    唱和唱和唱和唱和    (担当 松本美和子委員長)    

おおおお客様客様客様客様のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介  

                    米山記念米山記念米山記念米山記念奨学奨学奨学奨学会会会会よよよよりりりり感謝状感謝状感謝状感謝状のののの授与授与授与授与 （直前ガバナー米田 眞理子会員・京谷 知明会員） 

会長会長会長会長のののの時間時間時間時間            吉川美幸        

出席報告出席報告出席報告出席報告             （担当 河野 強副 SAA）    

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告         会員増強維持委員会（担当 河野 強委員長）    

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                田辺弘樹    

会会会会            食食食食    

クラブアッセンブリークラブアッセンブリークラブアッセンブリークラブアッセンブリー                            

SAASAASAASAA 報告報告報告報告                        （担当 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                        

    

～ガバナー補佐 宇瀬 治夫様をお招きして～ 『クラブアッセンブリー』 

 

次回の例会予告（第 680 回例会） 

２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年 9999 月月月月 15151515 日日日日((((木木木木))))    

例会変更 

「高齢者交通安全旬間 AED 講習会」 

場所：ライフガーデンさかいホール 

時間：午後４時～午後５時    

次々回の例会予告（第 681 回例会） 

２０２０２０２０１１１１１１１１年年年年 9999 月月月月 22222222 日日日日((((木木木木))))    

 

クラブフォーラム 

国際奉仕委員長国際奉仕委員長国際奉仕委員長国際奉仕委員長    辻野辻野辻野辻野    美智子美智子美智子美智子    

｢国際奉仕活動」    



 

 

例会例会例会例会のののの記録記録記録記録    ((((第第第第６７６７６７６７８８８８回例会回例会回例会回例会))))                                                                    ････････････････････････    ９９９９月月月月    １１１１日日日日････････････････････････ 

 

 [ [ [ [唱和唱和唱和唱和]]]]    

「Ｒｅａｃｈ「Ｒｅａｃｈ「Ｒｅａｃｈ「Ｒｅａｃｈ        ＷｉｔｈｉｎＷｉｔｈｉｎＷｉｔｈｉｎＷｉｔｈｉｎ    ｔｏｔｏｔｏｔｏ    ＥｍｂｒａｃｅＥｍｂｒａｃｅＥｍｂｒａｃｅＥｍｂｒａｃｅ        Ｈｎｍａｎｉｔｙ」Ｈｎｍａｎｉｔｙ」Ｈｎｍａｎｉｔｙ」Ｈｎｍａｎｉｔｙ」    

「「「「こころのこころのこころのこころの中中中中をををを見見見見つめようつめようつめようつめよう    博愛博愛博愛博愛をををを広広広広げるためにげるためにげるためにげるために」」」」            

            国歌斉唱国歌斉唱国歌斉唱国歌斉唱                                        

ロータリーロータリーロータリーロータリーソングソングソングソング斉唱斉唱斉唱斉唱    「「「「奉仕奉仕奉仕奉仕のののの理想理想理想理想」」」」    （ソングリーダー 京谷 知明 副親睦委員長） 

    

    

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 

今月は、新世代月間です。 

今日は、新世代月間についてお話し致

します。 

国際ロータリーでは、３年に一度、規

定審議会というものが開かれ、全ての

ロータリーに、共通にする事が話し合われます。 

去る４月に行われた規定審議会では、奉仕部門の中の５

つ目として、新世代奉仕部門を置く事を決定されました。 

今、５つ目と言いましたが、1つ目は、職業奉仕、2つ目、

社会奉仕、３つ目、クラブ奉仕、４つ目、国際奉仕、５

つ目に、次世代奉仕となります。 

今まで、次世代委員会という組織はありましたが、今回、

堂々の、奉仕部門に仲間入りした事になります。 

若者たちを、ロータリーに積極的に参加させる事により、

より未来に向けての、貢献度が高まると言われています。 

新世代プログラムには、ＲＹＬＡ，ローターアクト、イ

ンターアクト、ロータリー青少年交換があります。 

 

 

 

 

 

 

私達フェニックスロータリーも、前年度、初芝立命館高

校に、インターアクトクラブを作りました。 

まだ、出来たてホヤホヤのクラブですが、岡田委員長を

はじめとして、中井副委員長に取り組んで頂いています。 

先日も、初芝立命館高校の、子供達が、クラブに来て、

活動の報告をしてもらいましたが、毎週、幼稚園にボラ

ンティア、高齢者のホームに慰問に行かれているそうで

す。 

きっと、幼稚園の子供達や、老人ホームの皆さんは、初

芝立命館の高校生達が来てくれる事を、いつも心待ちに

待って頂いているのだろうと思っています。 

初芝立命館高校では、インターアクトクラブになるまで

は、人に喜んでもらえる事が、なにより嬉しいという気

持ちで、ボランティアクラブを作って集まったのが、前

身らしいです。 

今は、まだ、地域社会に向けての活動ですが、私達フェ

    

各種各種各種各種おおおお祝祝祝祝いいいい        （担当 向井利之親睦委員長）    

 

会員誕生日 （岡田正一・京谷 知明・石田 得子・中野 一郎・上田俊夫）  

家族誕生日 （辻野 清三郎様・吉川 建夫様） 

会員記念日 （辻野 美智子（結婚）・中井崇嗣（結婚）） 

創業記念日(片木 修)      

 



 

 

ニックスロータリークラブがかかわる事によって、色々

な分野での活動を広げる機会を作ってあげたいと思いま

す。 

子供たちの、喜んで頂く事が、嬉しいから。という、基

本の精神をいつまでも持ち続けてもらいたいと思います。 

そしてまた、出来るだけ、自主性を重んじ、私たちは、

道しるべをそっと差し出す役割をしながら、お互いにい

い距離感と、役割りを見つけて行きたいと思います。    

    

    

    

出席報告出席報告出席報告出席報告                （担当 中井崇嗣 副 SAA） 

    

    

幹事幹事幹事幹事報告報告報告報告                        田辺 弘樹 幹事 

 

本日の配布物 

ロータリーの友9月号 

初芝立命館高等学校IAC創立総会、認証状伝達式写真 

職業分類表作成に伴う協力のお願い 

新入会員勧誘パンフレット 

 

大澤ガバナーより公式訪問のお礼状がクラブに届きまし

た。 

回覧しております。 

 

次週の例会は宇瀬ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐様をお迎えして、クラブア

ッセンブリーを行ないます。    

    

    

    

    

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    

 岡田 正一 新世代奉仕委員会長 

 

1. 初芝立命館高等学校創立総会・認証状伝達式に際し

て地区と提唱クラブ、堺フェニックスRCより各５０

万円のお祝金提供に対して、受領証を受け取りまし

た。当クラブよりの受領書請求が遅れた事、学校が

夏休みに入った事もあり、６月末日付けで校長より

の受領証を９月早々に受け取り、例会にて受領証コ

ピーを回覧しました。その折、合計１００万円のお

祝い金に対し、支出明細を添付いただいており、同

時に回覧致しました。（収支残高は355,141円） 

 

2. 認証状伝達式以降、クラブ員２名の加入があり現在

５名で活動中であります。中学校のクラブにも２名

の新入会員があり、活動の巾を広げています。従来

の幼稚園、老人ホームへの奉仕活動ではなく、９月

に入ってインターアクトクラブの呼掛けによりペッ

トボトルキャップ、ベルマークの収集を小、中、高

学校と学校をあげての活動に発展し、ガーナへの支

援を目指しております。次週より例会場前に、ペッ

トボトルキャップ、ベルマークの収集ボックスの設

置を致しますので、クラブ会員の皆様もインターア

クトクラブの活動支援をお願い致します。 

 

 

 

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    

「クラブ職業分類表作成について」    

 京谷 知明 選考･職業分類委員長 

 

 クラブアッセンブリーで報告致しました活動計画の通

り、職業分類委員会の仕事（クラブ定款）の通り、当ク

ラブの地域社会における事業及び専門職務活動のすべて

を含む一覧表の充填されているものを再調査し、未充填

職業を徹底的に分類することは、クラブ発展の理論的基

礎になるもので、毎年８月31日までに見直すよう要請さ

れていますので、当クラブの未充填職業を調査（職業分

類調査）致したく思います。 

 

 

 

 

 

 

在籍者     ２９名 出席者   １８名 

出席計算会員  ２４名 欠席者    ６名 

出席免除者    ５名 免除出席者  ４名 

先々週修正出席率９２．９％ 出席率 ７５．９％ 



 

 

卓話卓話卓話卓話    

「Rotary Family」        京谷 知明 

 

「親睦は素晴らしい。それは人生の小道を照らし、 

喜びを広げます。大変価値があります」とロータリーの

創始者ポール・ハリスは言っています。この言葉を胸に

今からロータリーファミリーについて、お話させていた

だきます。 

しかし、その前に今一度 ロータリーの基本事項を再確

認しておきましょう。私達、国際ロータリーのクラブ及

び会員は、国際ロータリーの定款・国際ロータリーの細

則・ロータリークラブ定款・ロータリークラブ細則の４

つルールに基づいて行動し、ロータリーの基本理念とし

て、例会においてみんなで読み上げている「ロータリー

の綱領」有益な事業の基礎として奉仕の理想を鼓吹し、

これを育成し、奉仕の機会として知り合いを広めること。

事業および専門職務の道徳的水準を高めること。あらゆ

る有用な業務は尊重されるべきであるという認識を深め

ること。そしてロー タリアン各自が業務を通じて社会

に奉仕するために、その業務を品位あらしめること。 ロ

ータリアンすべてが、その個人生活、事業生活および社

会生活に常に奉仕の理想を適用すること。 奉仕の理想に

結ばれた、事業と専門職務に携わる人の世界的親交によ

って、国際間の理解と親善と平和を推進することに心が

け、ロータリーの精神的な礎である５奉仕部門（クラブ

奉仕・職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・新世代奉仕）が

クラブ活動がよりどころとする基盤です。 

そして、国際ロータリーの使命は、他者に奉仕し、高潔

性を推進し、事業と専門職務および地域社会のリーダー

の間の親睦を通じて世界理解、親善、平和を推進するこ

とは、みなさんご存知のことだと思います。 

では、これらの事を基に実施されている国際ロータリー

の常設プログラムをご存知でしょうか？ 

国際ロータリーのプログラムおよび奉仕の機会は、ロー

タリアンがそれぞれの地域社会におけるニーズに応え、

また世界で支援を必要とする人々に手を差し伸べる目的

で設置されているものは・・ 

    

    

    

    

    

インターアクトインターアクトインターアクトインターアクト    

ロータリー・クラブが年12歳から18歳

の青少年のためにこの奉仕クラブを

提唱し、支援しています。現在、世界

で133の国や地域に12,300以上のクラ

ブがあります。 

    

    

ローターアクトローターアクトローターアクトローターアクト    

ロータリー・クラブが、18歳から30歳

までの青年男女のために、リーダーシ

ップと職業的専門能力を開発するこ

とを目的とするこの奉仕クラブを提

唱し、支援しています。現在、167の

国や地域に8,000以上のクラブがあり

ます。 

 

 

 

ロータリーロータリーロータリーロータリー地域社会共同隊地域社会共同隊地域社会共同隊地域社会共同隊（（（（RCCRCCRCCRCC））））    

ロータリー・クラブは、地域社会の向

上のために活動するロータリアン以

外の人々から成るこれらのグループ

を組織、支援しています。現在、世界

で78の国や地域に6,800以上のロータ

リー地域社会共同隊が活動していま

す。 

 

 

 

世界世界世界世界ネットワークネットワークネットワークネットワーク活動活動活動活動グループグループグループグループ    

ロータリー親睦活動グループおよび

ロータリアン行動グループ、ロータ

リー親睦グループ（職業別および趣

味別のグループ）とロータリアン行

動グループ（奉仕活動関連）から成

り、共通の関心を持つロータリアン

やロー 

タリアンの配偶者、ローターアクター

なら誰でも参加することができます。

現在、約70の世界ネットワーク活動グ

ループがあります。 

 



 

 

 

 

 

ロータリーロータリーロータリーロータリー友情交換友情交換友情交換友情交換    

ロータリアンがチームまたは個人で、

ときには家族同伴で、他国のロータリ

アンを互いに訪問しあい、それぞれの

文化をじかに学びあう交流活動です 

 

 

 

ロータリーロータリーロータリーロータリー青少年交換青少年交換青少年交換青少年交換    

クラブおよび地区が、1週間から1年間

まで、文化交流のために海外に出る年

齢15歳から19歳の学生を派遣し、また

受け入れています。毎年、8,000人以

上が参加しています。 

 

 

 

ロータリーロータリーロータリーロータリー青少年指導者育成青少年指導者育成青少年指導者育成青少年指導者育成ププププ

ログラムログラムログラムログラム（（（（RYLARYLARYLARYLA））））    

年齢14歳から30歳までの青少年およ

び若年成人の指導力を助長し、奨励す

るために、クラブや地区がセミナーを

支援しています。 

 

 

 

ロータリーロータリーロータリーロータリー・・・・ボランティアボランティアボランティアボランティア    

ロータリー・ボランティア・プログラ

ムは、クラブ、地区および国際レベル

において職業奉仕の下で機能します、

ロータリー・ボランティアとして奉仕

を希望する.人は、ロータリーアンを

はじめロータリアン以外の人たちも

ロータリー・ボランティイア国際ボラ

ンティア登録リストに記名するため

に国際ロータリー世界本部に登録す

ることができます。ロータリー・ボラ

ンティア国際奉仕実施地リストおよ

びロータリー・ボランテイア援助団体

名簿は、ボランティアが自分のプロジ

ェクトを探し出し、またプロジェクト

の担当者と直接手筈を整えるのに役

立.ちます。 

 

この他にも、ポリオ・プラスなど、ロータリー財団から

もさまざまなプログラムが提供されています。 

この様に、国際ロータリーのプログラムにおいて、ロー

タリアン以外の多くの方と共に協力しあっているのです。 

 

 

 

 

 

 

にこにこにこにこにこにこにこにこ報告報告報告報告   （担当  中井崇嗣 副SAA）        

親睦委員会が企画している福井フェニックス RC

との親睦旅行を前に以前していた「コスモス会」をした

いと思います。よろしくお願いします。 

吉川 美幸 会長 

京谷会員、今日はご苦労様でした。おかげでよ

くわかりました。           犬伏 幸代会員 

先週土曜日の当 NPO 法人の納涼祭に、中井崇嗣

会員と初芝立命館IACの先生及び生徒の方がボランティ

アとしてご参加いただき、感謝しております。突然のゲ

リラ豪雨に見舞われるハプニングもありましたが、滞り

なく全ての行事を終了することが出来、参加者から喜び

の声をたくさんいただくことが出来ました。有難うござ

いました。               今野 華会員 

71 歳になりました。業界でも長寿のメンバーに

なりました。            上田 俊夫会員 

誕生日お祝いを頂きありがとうございました。                

岡田 正一会員 

誕生日お祝いを頂きありがとうございました。                

京谷 知明会員 

 



 

 

孫 大輔に誕生祝のお花をありがとうございま

した。前日の夜分にお手配頂き、お暑い折でも有りご多

忙のときに恐縮しております。本人も喜んでおります。 

熊取 敬子会員 

９月２日は主人の７５歳誕生日ですが、今朝美

しい花藍が我が家に届きました。誕生祝ありがとうござ

います。主人もとても喜んでおりました。 

辻野 美智子会員 

    

    

    

９月 

    

    

    

    

京谷会員、卓話よろしくお願いします。SAAより

「ロータリーファミリィー」といったテーマをお願いし、

お受けいただき有難うございます。   中井昭宏会員 

本日は結婚記念のお祝いをして頂きありがとう

ございます。これからも２人仲良くしていきたいと思い

ます。                中井崇嗣会員 

誕生お祝い有り難うございました。京谷様、卓

話よろしく             中野 一郎会員 

    

    

    

Sun Mon Tue Wed Thursday Fri Sat 

 １ 

例会  

卓話：京谷 知明「Rotary Family」 

２ ３ 

４ ５ ６ ７ ８ 

例会  

 クラブアッセンブリー 

お客様：宇瀬治夫ガバナー補佐 

９ 10 

北輪会ゴルフコンペ 

堺北RC 

11 

米山奨学委員長会議 

12 13 14 15 

例会  

フォーラム：「AED講習会」 

例会場：ライフガーデンさかいホール 

16 17 

青少年交換委員長会議 

R財団委員長会議 

18 19 20 21 22 

例会  

フォーラム：｢国際奉仕活動｣ 

辻野 美智子 

23 24 

25 26 

 

27 28 29 

例会  

フォーラム：｢会員感謝の集い｣ 

例会場：ライフガーデンさかいホール  

30  

September新世代新世代新世代新世代のためののためののためののための月間月間月間月間    


