
 

 

第６８８回例会 
通巻６５５号

平成２３年１１月１７日 ２０１１～２０１２年度Ｎｏ．１８ 

    

    

    

    

    

    

本日のお客様 

2010‐11 年度国際親善奨学生 本間 祐子様    

    

    

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

本日の例会 プログラム（第 688 回例会） 

2011 年１１月１７日(木)  第１８回例会 

        場所    第一第一第一第一ホテルホテルホテルホテル堺堺堺堺    ３３３３階階階階 

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 「堺フェニックス RC の歌」 

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    

おおおお客様紹介客様紹介客様紹介客様紹介                            （担当 向井利之 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        

出席報告出席報告出席報告出席報告                                    （担当 中井 崇嗣副 SAA）    

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告                             

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

卓卓卓卓        話話話話                

SAASAASAASAA 報告報告報告報告                 (担当 河野 強副 SAA） 

閉会点鐘閉会点鐘閉会点鐘閉会点鐘                                吉川美幸会長 

    

次回の例会予告（第 689 回例会） 

２０１１年 11 月 24 日(木) 

 卓 話 

 「生命を守るヒント」 

中井 昭宏 会員 

次々回の例会予告（第 690 回例会） 

２０１１年 12 月 1 日(木) 

  

年 次 総 会 

本日の卓話 

「ロータリー財団について」 

酒井 誠 会員 

堺フェニックス

へようこそお越

し下さいました

♪ 

ロング・イートンＲＣ マトロックＲＣ 

いずれも 1220 地区 



 

 

例会例会例会例会のののの記録記録記録記録    ((((第第第第６８７６８７６８７６８７回例会回例会回例会回例会))))                                                                ････････････････････････    １１１１１１１１月月月月    １０１０１０１０日日日日････････････････････････ 

 

 [ [ [ [唱和唱和唱和唱和]]]]    

「Ｒｅａｃｈ「Ｒｅａｃｈ「Ｒｅａｃｈ「Ｒｅａｃｈ    ＷｉｔｈｉｎｔｏＷｉｔｈｉｎｔｏＷｉｔｈｉｎｔｏＷｉｔｈｉｎｔｏ    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    ロータリーソングロータリーソングロータリーソングロータリー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」」」」        

１１月度各種お祝い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

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 

今日の週報に記載されていますが、堺１３ロータリーク

ラブ合同の紀南地方台風災害支援奉仕活動の一環として、

１１月６日の日曜日の朝に、米田パストガバナーはじめ、

京谷さん、向井さん、細川さん４人が、フェニックスロ

ータリークラブとして、和歌山に支援物資を持って行っ

て下さいました。 

 

寒さに備え、毛布や食料品を届けて、現地で非常に喜ん

で頂いた事や、その当時の被災の凄まじい状況などを聞

き、自然の猛威の恐ろしさを改めて感じたそうです。 

和歌山から帰って来られてすぐ、米田パストガバナーか

らメールを頂きましたが、その中の最後にこんな文章が

添えられていました。 

“まずは行動を起こす事、ここから奉仕活動はスタート

だ”と書かれています。 

幾ら心で思っていても、行動に出さなければ、決して伝

わらないですね。分かっていても、なかなか行動を起こ

す事は、難しい事です。 

本当にお疲れ様でした。 

 

１１月は、ロータリー財団月間です。 

ちょうど今日は、国際親善奨学生の本間祐子さんが、帰

国報告をして下さる事になっていますので、簡単ですが

ロータリー財団について、少しお話をしたいと思います。 

ロータリー財団の歴史は長く、２０１７年に１００周年

を迎え、今年９４年目になります。ロータリー財団は創

立から今まで、世界でいい事をしよう！と言うスローガ

ンのもと、当時の方針を殆ど変えずきましたが、１００

周年を迎えるにあたって、未来の夢計画に以降するべく

準備をしています。 

 

ロータリー財団に対しての、ロータリアン一人一人の寄

付は、世界中で有効に使われています。ロータリー財団

は他の奉仕団体と違って、すべての寄付は奉仕活動に使

われています。私達は単に寄付をするだけでなく、貴重

な寄付を有効に使うプロジェクトを実行する事で、寄付

をする事の重要性がわかるのではないでしょうか。 

 

脱線しましたが、ロータリー財団には、主に３つのプロ

グラムがあります。 

会員誕生日 

吉川 美幸会長  片木 修直前会長  三村 文男会員    

松本 美和子会員  田辺 弘樹幹事 

家族誕生日 

 上田 興子様 岡田 和恵様  

会員記念日 

 小野 晃範会員  岡田 正一会員  京谷 知明会員  

中野 一郎会員   山田 真樹会員 

創業記念日 

 米田 眞理子会員 石田 得子会員 田中 範子会員 河野 強会員  



 

 

１．教育的プログラム。 

２．人道的補助金プログラム。 

３．ポリオ・プラス です。 

この１番目の教育的プログラムの中に、今日、卓話をし

て頂ける事になっている、本間裕子さんが留学された、

国際親善留学制度や、現在では無くなりましたが、ＧＳ

Ｅ制度等があります。 

本間さんの行かれた、国際親善留学制度は、これは、ロ

ータリー関係者以外から選ばれた優れた人材を、１年間

他国で親善大使として、留学を支援する制度です。他国

で、親善大使としての重要な役目をはたして来て頂く目

的の制度です。 

今は無くなりましたが、ＧＳＥの制度は研究グループ交

換と言って、専門職のチームに６週間をめどに、他国に

交換旅行をするための旅費を補助する制度がありました。 

 

私が説明させて頂くより、今日は、国際親善大使の本間

さんから、大使としてのお話をお聞きする事が、一番、

理解して頂けると思います。 

今日は皆で、帰国報告を楽しみにしておりましたので、

どうぞ宜しくお願い致します。 

 

    

出席報告出席報告出席報告出席報告                    担当  河野 強  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１１月号 

10月度臨時理事会報告 

ロータリー財団寄付関連冊子 

近隣クラブ例会変更の案内 

堺清陵ロータリークラブ 

平成２３年１１月１７日（木）→１１月２０日（日）『BE・

HAPPY』カトリック堺教会バザーに変更 

堺北ロータリークラブ 

平成23年11月25日（金）→11月24日（木）12時30

分～ガバナー公式訪問 場所：リーガロイヤルホテル堺 

堺北西南西ロータリークラブ 

平成２３年１１月２２日（火）→１１月２０日(日)天台

真盛宗 総本山西教寺 

堺東ロータリークラブ 

平成２３年１１月２９日（火）→休会 

平成２３年１２月１３日（火）→１２月１０日（土）１

８時～リーガロイヤルホテル堺3Ｆ「利休」（クリスマス

家族会） 

 

 

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告                R財団委員長 酒井  誠        

 

11月はロータリー財団月間です。よりよい世界をつくる

ため、財団へのご寄付にご協力ください。お配りしてお

ります寄付袋に寄付金をお願いします。 

 

 

新世代奉仕副委員長 中井 昭宏 

初芝立命館高校インターアクトクラブより例会及び懇親

会への参加のご案内が参りました。 

堺フェニックスのロータリアンが全員で新世代奉仕をし

ましょう。 

９月より毎週火曜日に練習例会を重ねてきたそうです。

そこで、日頃支援して下さっている会員皆様が、直接イ

ンターアクター達と絆を深め、インターアクトクラブの

育成とロータリーとインターアクトの交流、そしてイン

ターアクター達の育成に、ご協力をお願いします。イン

ターアクトクラブからの希望として懇親会にて、職業や

社会貢献（奉仕）、人生体験などの話をして欲しいとのこ

とです。出来れば、皆さんが子供の頃食べた思い出の駄

菓子等、持参していただければ幸いです。 

初芝立命館高校インターアクトクラブと初芝立命館中学

は合同例会をされているようです。例会場は初芝立命館

中学校高等学校内で行われています。 

今後の例会の予定ですが、平成２３年１１月８日・１５

日、１２月１３日・平成２４年１月２４日・３１日、 

２月７日・１４日・２１日、３月１３日となっておりま

す。いずれも火曜日、１７：３０～１８：２０です。 

 インターアクトクラブの例会プログラム 

①開会・点鐘  

②ソング（君が代・ＩＡＣの歌）斉唱  

③お客様紹介  

④ＩＡＣ会長あいさつ  

⑤ＩＡＣ代表生徒卓話 

⑥各報告・連絡  

⑦閉会・点鐘 

 懇親会 

 堺フェニックス全員でインターアクトクラブの例会に

出席しましょう。ご協力よろしくお願いいたします。 

 

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   ３名 

先々週修正出席率  ８９．７％ 出席率    ７５％ 



 

 

親睦（友好クラブ）委員長 向井 利之 

クラブ親睦活動としてロータリーファミリーを対象とし

た親睦家族会を企画しました。第5の奉仕にもあるよう

に、新世代のロータリーファミリーである、インターア

クトクラブの方々との親睦をはかり、初芝立命館高等学

校インターアクトクラブの顧問の先生方と部員の皆さん

をお招き致します。回覧にて出席確認を致します。ご家

族様もぜひご参加ください。 

日時 １２月１７日（土）午後６時から 

場所 ガーデングリル森 堺市西区鳳西町２丁１７－５ 

会費 ５，０００円 

 

 

「第1220地区での活動報告」 

2010‐11年度国際親善奨学生 本間 祐子様 

堺フェニックスロータリークラブの

皆様 

 

2010-2011 年度国際親善奨学生とし

てイギリスのノッティンガム大学へ

１年間留学させていただき、９月に

帰国しました。海外に留学すること

は半ば諦めていたのですが、私を快く受け入れてサポー

トしてくださった前ガバナーの米田様やカウンセラーの

犬伏様をはじめ、堺フェニックスロータリークラブの会

員の皆様には本当に感謝しています。本当にありがとう

ございます。ノッティンガム大学院の課程を無事に修了

し、何事も問題なく帰国することができ、また皆様にお

会いすることができて本当に嬉しいです。 

大学院留学ということで、課題やリーディングに追われ、

勉強の日々でしたが、各国出身のクラスメートをはじめ、

大学での寮生活を通してたくさんの友人ができました。

特に日本人が元々少ない地域での留学でしたので、友人

を通して各国の食生活や文化の違いを学びました。大学

の部活動（クラシックバレエ）に入部して、大学対抗の

コンペティションで２位を取ったのもよい思い出です。

受け入れ地区（イギリス1220地区）でお世話になったロ

ータリアンでありカウンセラーのトニー・グレゴリーさ

ん一家には、週末よく家に呼んでいただき、そこでイギ

リスの食文化や実際の生活習慣なども学びました。トニ

ーさんはイギリスやノッティ

ンガムの話をたくさん聞かせ

てくれ、遺跡や古い文化が残

る場所にも頻繁に案内してく

れました。本当に感謝してい

ます。 

留学生活を通して印象深かったのは、イギリスはチャリ

ティにすごく熱心な国だということです。街の至る所に

チャリティショップというお店（日本で言う古着屋のよ

うなもの）がたくさんあって、そこで買い物することで

チャリティに貢献することができるということで、私も

英国滞在中はそこでよくお買い物をしました。また3月

11日の東日本大震災の際には、地元の複数のロータリー

クラブの会員の皆様や、大学の日本人会の皆で募金活動

を行ったのですが、現地の人は快く募金に協力してくだ

さり、あっという間に目標金額を達成できたことは、海

外から何もすることができず、もどかしい思いをしてい

た私たちにとって、とても嬉しい事でした。 

ロータリーのイベントにもたくさん呼んでいただきまし

た。例えばBBCのラジオ局の方にインタビューをしてい

ただいたり、ロータリーのイベントを通して、ノッティ

ンガムの市長さんとお話させていただく機会もありまし

た。これらはロータリーの親善奨学生ではなかったら経

験できなかった事だと思います。１年間の修士課程は忙

しく大変でしたが、カウンセラーのトニーさん宅によく

寄せていただき、お話をさせてもらったりとたくさん支

えていただいて、なんとか乗り切ることができました。 

イギリス・ノッティンガムは今では私の第二の故郷であ

り、トニーさん一家は私のイギリスの家族です。この１

年間の留学の日々は私の一生の思い出です。このような

素晴らしい時間と機会を与えていただいたロータリー財

団、世界中のロータリアン、特に堺フェニックスロータ

リークラブの皆様、私を温かく迎えてくれたイギリス

1220地区のロング・イートンロータリークラブの皆様に

感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ニコニコ報告 

今日は。ロータリー財団月間にピッタリの国際親善大使 本

間さん、卓話楽しみにしています。ロータリー財団は奥が深いです。

今日の寄付が素晴らしいプログラムに使って頂けますように！ 

吉川 美幸 会長 

家内に誕生日のお祝いを頂きありがとうございました。本間

様、卓話楽しみにしています。        上田 俊夫会員 

家内に誕生日祝い、結婚記念日祝いをありがとうございまし

た。                    岡田 正一会員 

ありがとうございます。結婚４０年になって、ようやく夫婦

の息がピッタリ合うようになりました。実りある晩年に成るよう元

気で仲良く頑張ります。           小野 晃範会員 

米田会員 京谷会員 向井会員 細川会員、紀伊熊野への水害

見舞、ご苦労様でした。誕生日のお祝い、ありがとうございました。 

片木  修 会員 

本間様お帰りなさい。卓話を楽しみにしています。 

片岡 富美子会員 

本間様お帰りなさい。卓話ありがとうございます。クラブの

皆様、結婚記念日お祝いありがとうございます。 京谷 知明会員 

本間様、本日は卓話よろしくお願いします。 酒井 誠会員 

本間様、ようこそお越しくださいました。卓話楽しみにして

おります。どうぞよろしくお願いします。   辻野 美智子会員 

本間様、ようこそお越しくださいました。卓話よろしくお願

いします。少し前の事ですが、福井フェニックスRCとの交流ゴル

フコンペで、ドラ短をドラゴンと間違えてしまい失礼しました。頂

いたボールで別のコンペでドラゴンを頂きました。中井 崇嗣会員 

本間さん、帰国報告よろしくお願いします。中井 昭宏会員 

結婚記念のお祝いありがとうございました。本間様、卓話頑

張ってください。              中野  一郎会員 

ようこそ本間様、どうぞごゆっくりお楽しみ下さい。創業記

念のお祝いありがとうございます。      田中  範子会員 

誕生日祝いありがとうございます。イギリスへ留学なさった

2010-11年度国際親善奨学生本間祐子様、ご苦労様でした。 

三村文男会員 

 

（2012－2013 年度ガバナー） 

ガバナーエレクト就任のお知らせ 

11月14日付でＲＩ本部よりカルヤン・バネルジーRI会

長は、RI 理事会に代わり、先にガバナー・ノミニー

（2013-14 年度ガバナー）として選出されていた大阪狭

山ロータリークラブ所属・北中 登一 会員を、RI細則第

6.120.1.および 13.070.に従って、空席であったガバナ

ー・エレクト（2012-13 年度ガバナー）に選出いたしま

した。との通知がありました。 

北中登一氏（大阪狭山RC）は、11月14日よりガバナー

エレクトとして次年度の準備を始められ、今後ＧＥＴＳ 

を受講し、2012年 1月15日からアメリカ、サンディエ

ゴで開催の国際協議会に参加されます。 

 ＰＥＴＳならびに地区協議会等次年度の準備のための

会議のご案内は北中ＤＧＥから届くようになります。 

 

 

11月 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thursday 

3 

 

定款第6条第1節の規定により 

休会 

 

10 

例会  

          本日のお客様 

2010‐11年度国際親善奨学生 

本間 祐子様    

 

17 

例会  

卓 話「ロータリー財団について」 

酒井  誠  会員 

 

24 

例会  

卓 話「生命を守るヒント」 

中井 昭宏 会員 

12月1日 

年次総会  

ロータリー財団月間 例会プログラム 



 

 

Ｒ    

 

 

 

 

12 月 17 日(土曜日)  18 時 00 分より 

会費  会員,ご家族共に 1 名様 ￥５，０００ 

           会費は当日受付にて頂きます。 

 

 

堺市に店舗を構えるガーデングリル森の料理は、伝統的なフランス料理をベースに 

スパイスやハーブを駆使し、食材には新しい流れを取り入れ、お客様のニーズにお答えします。 

美しいお庭と開放的なレストランで、家庭的な親しみのあるサービスをご提供致します。 

大阪府堺市西区鳳西町 2 丁 17-5    

TEL 072-265-4119 ＜駐車場２４台完備＞ 

    

                

堺 Phoenix Rotary Club 

& 

初芝立命館高等学校 Interact Club 

 

  X’mas 家族例会 

 

クラシック演奏 

Interact Club からのお楽しみ 

ワクワクたっぷりじゃんけんゲーム 


