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次回の例会 （第 710 回例会） 

2012 年 4 月 19 日(木)18 時 30 分  

場所：ホテル第一堺 

司司司司            会会会会  中井 昭宏 SAA 

開会点鐘開会点鐘開会点鐘開会点鐘            吉川 美幸 会長    

ロータリロータリロータリロータリーーーーソングソングソングソング斉唱斉唱斉唱斉唱    「四つのテストの歌」 

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    

おおおお客様客様客様客様紹介紹介紹介紹介        京谷 知明親睦委員長     

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  

出席報告出席報告出席報告出席報告                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  

卓卓卓卓    話話話話       「地域医療」 貝山 香純会員 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告            田辺 弘樹幹事  

SAASAASAASAA 報告報告報告報告            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 

次々回の例会予告 （第 711 回例会） 

2012 年 4 月 26 日(日)場所：ホテル第一堺   

  

大阪狭山 RC 合同例会 

卓話 第 2640 地区ガバナーエレクト北中 登一様 

次々々回の例会予告（第 712 回例会） 

2012 年 5 月 3 日(木) 

  

  定款第 6 条第 1 節の規定により休会 

4月7・8日 第2640地区 地区大会 
米田 眞理子直前ガバナー 吉川 美幸会長  

石田 得子会長エレクト 片木 修直前会長 上田 俊夫 

小野 晃範 岡田 正一 京谷 知明 田中 眞琴  

中野 一郎 三村 文男 犬伏 幸代 田中 範子 

松本 美和子 酒井 誠 中井 昭宏 河野 強 

中井 崇嗣 貝山 香純 内藤 絵梨奈 田辺 弘樹幹事 

 （出席 21 名）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春の交通安全 

参加者 吉川 美幸会長 石田 得子会長エレクト 

犬伏 幸代 河野 強 片岡 富美子  

     

 

 

 

 

 

 

 

早朝からの社会奉仕活動、お疲れ様でした。 
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[[[[唱和唱和唱和唱和]]]]    

Reach Within to Embrace Humanity 

「こころの中を見つめよう 博愛を広げるために」 

 

 

 

 

お客様 

元米山奨学生 曲 航平様 

青少年交換奨学生 エレン・ブルックスさん 

米山記念奨学生 タピア ミゲルレオ ヴァーガス君 

 

各種お祝い 

会員誕生日 向井 利之 辻野 美智子 田中 眞琴 酒井 誠 中井 昭宏 

家族誕生日 小林 農利子様 米田 利久様 三村 賀世子様 

結婚記念日 河野 強 

創業記念日 京谷 知明 松本 美和子 片岡 富美子 田辺 弘樹 小林 雄志 

 

出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長の時間                  会長 吉川 美幸 

 

今日は、曲 航平さん、ようこそお出で下

さいました。今日の、卓話楽しみにしてい

ますので、宜しくお願いします。 

エリー、春休み楽しかったですか？ 

皆さんにご協力いただいて、エリーの春休

みは有意義なものだったと思います。本当

に有難うございました。 

今日は米山記念奨学生のタピア ミゲルレオ君も来られています。 

４月に入って桜も、間もなく満開を迎えます。先日の様な突風や、

雨が降らず、桜を長い間楽しみたいものです。先日の地区ゴルフ大

会、お疲れ様でした。参加して頂いた、小野会員、三村会員、河野

会員、日ごろの腕はちゃんと振るえましたでしょうか？私は、堺１

３ロータリーのゴルフ大会、今回の地区ゴルフ大会どちらも参加で

きず、申し訳ありませんでした。 

吉川さんが参加するだけで華があるから是非参加して!!。なんて言

われていた若かりし頃とは違って今は、ゴルフコンペに参加しまし

ても喜んで頂けるのは、たったお1人の方にだけです。どうして喜

んで頂けるのかと言うと、私が参加すると、今まで最下位だった方

に、ブービー賞を取って頂けると言う、ブービーメーカーだからで

す。 

以前、フェニックスロータリークラブも、ゴルフ同好会がありま

した。 

時々参加させて頂いていました。気のおけない、身内ばかりという

事もあって、とっても気軽で、楽しい会でした。今年度は無理でし

たが、また、そんな同好会が復活したらいいなと、次年度に期待し

ています。 

さて、今度の日曜日は、地区大会です。 

私は今迄、新宮の時の地区大会に参加した位で、地区大会の思い出

は少なかったのですが、去年の地区大会が盛り上がっていたと感じ

たのは、皆さんも同じではないでしょうか。 

それは昨年の、米田ガバナー年度、地区の皆さんに楽しんで頂くた

めのプログラムの工夫が大きい事もあったと思いますが、大勢のフ

ェニックスロータリーのメンバーがお手伝いし、参加して、盛り上

がった事も大きかったと思います。 

在籍者      ２８名 出席者    ２０名 

出席計算会員   ２３名 欠席者     ７名 

出席免除者     ５名 免除出席者    １名 

先々週修正出席率 ７４．１％ 出席率  ７７．８ ％ 

オーストラリア国歌 日本国歌 斉唱 

ロータリーソング斉唱   『堺フェニックスロータリーの歌』 



 

 

今年は、私達の子クラブの堺フラワーロータリークラブがお世話を

されますが、岡田会員はじめ、フェニックスのメンバーも大勢お手

伝い致します。 

今年も、沢山のメンバーで参加して頂いて、盛り上がりたいと思い

ますので、ご参加宜しくお願い致します。 

 

今月は、雑誌月刊です。 

ちょっと、入会の時の事を思い出して下さい。 

多分、ロータリアンとしての３つの義務について説明をうけたと思

います。 

１つ目は、会費を納入すること。 

２つ目は、例会に出席する事。 

３つ目は、ロータリーの友を読む事となっています。 

でも、会費の納入と、出席の義務に比べて、実態的には、「友」の

購読は、軽視されているかもしれません。 

ロータリーの友は、１冊210円です。半期の会費の中に含まれてい

て、自動的に払って頂いていますので、自ら買って読んでいると言

う意識が薄いからかもしれません。 

おこがましいですが私は、「ロータリーの友」を毎月毎月読んでい

くうちに知らず知らずのうちロータリアンとしての資質や、根底に

流れるものが、身に付いてくると感じています。 

以前、今野会員が言っておられました。熟読は無理でも、せめて半

読ぐらいはとお話をされましたが、つん読なんて事の無い様にお願

いしまして、会長の時間と致します。 

    

2012年度受入 米山記念奨学生 
 タピア ミゲル レオ ヴァーガス君 

 
はじめまして。プール学院大学国際文化学

部国際文化学科4年生、今年の4月から米

山奨学生になる、タピア・ミゲル レオと

申します。フィリピンのミンダナオ島、ダ

バオ市という街から参りました。地元で小

学校3年生の時からハイスクル（中学3年＋高校１年に当たる）、

そして大学4年で12年間日本語を勉強し、大学卒業後同じ大学で

日本語教師として勤めさせていただき、去年の春からプール学院大

学の国際文化学部に編入学させていただきました。現在は外国人向

けの日本語教育を中心に勉強しており、プール学院大学を卒業後、

地元に帰国し、日本で得た知識を活かしてより良い日本語教師にな

ろうと思っております。これより、皆様にお世話になりますが、ご

支援とご鞭撻、宜しくお願い致します。 

 

卓 話     元米山記念奨学生 曲 航平さん 

堺フェニックスロータリークラ

ブの皆様こんばんは。 

元米山奨学生曲 航萍（きょく 

こうへい）です。今日は京谷先

生のおかげで、御クラブの卓話の時間をいただき、大変光栄だと思

っています。まず、自己紹介させていただきます。 

曲 航萍と申します。中国出身で、２４歳です。３月に大阪大谷大

学、文学部、英米語学科から卒業しました。２０１０年度から２０

１２年度の米山奨学生です。今日はこの場を借りて、米山奨学生の

一員として私の理解している米山、そして、私の二年間米山奨学生

生活について皆様に報告させていただきます。 

米山奨学事業を代表しているのは重なり合うハートです。このハ

ートは外国人留学生を支援し、国関係なく、お互いに交流し、理解

を深めることを通して、胸の中に世界平和の願

いを育つという意味が持っています。下の両手

が米山奨学事業を支えているロータリアンのこ

とです。米山奨学生の私として、さらにひとつ

理解があります。ロータリアンの方々支えてい

るのはただ平和の願いだけではなく、世界各国からの留学生の夢も

育てていると思っています。 

ロータリー米山奨学事業が民間最大の奨学事業で、全国に約

2,300のロータリークラブがあります。ほかの奨学金と大きな違い

は世話クラブとカウンセラー制度です。1つロータリークラブが1

人奨学生の世話クラブとなります。中の一人ロータリアンがカウン

セラーになります。奨学生たちと交流しやすく、日本文化を体験す

る機会を上げる、お互いに国際理解を深めるという目的ですが、私

にとって、日本が第2故郷と言うと、世話クラブが第2家族と思っ

ています。 

私の世話クラブが富田林ロータリークラブでした。クラブにいろ

いろ奉仕活動がありました。青少年交流会（竹花を作り）、兵庫、

神戸に日帰り旅行、親睦会など活動に誘っていただきました。3月

11 日に東日本大震災の記念活動を行いました。地元の方々に防災

の知識も宣伝しました。そして、地元の小学校に被災地の小学校の

生徒に祝福のメセージ、絵などを書いてもらいました。学生たち愛

を込めて真面目に書いたメセージを見てすごく感動しました。 

クラブの活動に参加していた同時に、地区、米山学友会の活動に

も積極的に参加しました。2010 年 10月 10日に中国上海で開かれ

たシンポジウムに出席し、たくさんのロータリアンと中国で活躍し

ている元米山奨学生たちと出会って、すごく勉強にもなりました。

そして、河内長野ロータリークラブ創立50周年、堺泉ヶ丘ロータ

リークラブ創立25周年記念活動にも参加させていただき、奨学生、

そしてクラブの方々と一緒に「感謝の心」という歌の手話をやりま

した。 

米山奨学金地区、学友会方々の支援をいただき、去年台風12号

被害を受けた和歌山にボランティアの活動に参加させていただき

ました。6,7時間をかけて、山奥で、ボランティア1人も入ってい

ないところに行きました。部屋の掃除を手伝いしましたが、人数が

限られて、たくさん家の手伝いはできなかったですが、恩返しとい

う気持ちもあり、少し被災地の方々が希望を感じられるならうれし

いと思いました。 

米山学友会に奨学生同志交流の機会を作ってくれました。たとえ

ばガバナー事務所でバーベキューしたり、日本文化深い京都に旅行

に行ったりしました。各国の留学生にとって、日本の文化を体験す



 

 

る同時に、異文化の交流、コミュニケーションもできました。そし

て、年一回大阪一番南の岬高等高校に国際理解ワークショップの活

動に数回も参加させていただきました。姉の結婚ビデオを見せなが

ら中国の伝統的な結婚式、写真を見せながら中国の飲食文化を説明

しました。元気な生徒たちが「以前持っていた中国の印象が変わり

ました」、「さらに中国を好きになりました」など言ってくれた時本

当に嬉しかったです。 

現在は米山奨学生ではないですが、常に奉仕の精神を持って、中

日友好交流の懸け橋になりますようにこれからも頑張りたいと思

います。引き続き皆様の応援、どうぞ、よろしくお願いします。 

ご清聴ありがとうございました。皆様のご健康、御クラブのます

ます活躍を祈りしております。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
4月5日 ニコニコ 報告     河野 強 副SAA 

主人の誕生日お祝いをありがとうございます。７,８日いよいよ地区大会

です。岡田副実行委員長様、ご苦労様です。大成功になるよう祈念しており

ます。第2530地区同期ガバナー大橋様から堺フェニックスRCにお土産を頂

戴しました。地区大会に御礼に来られます。    

      米田 眞理子直前ガバナー 

ミゲル君、日本語がとっても上手でびっくりしました。曲さん卓話よろ

しくお願いします。今度の日曜の地区大会是非、皆で行きましょう。 

             吉川 美幸 会長 

曲 航平様、今日は卓話ありがとうございます。楽しみにしています。ミ

ゲル君、大学生活頑張って下さい。日本語が上手なのでびっくりしました。 

          犬伏 幸代会員 

曲さん、本日の卓話楽しみにしています。会員の皆さんにお願いです。

目前に迫った地区大会と地区協議会には全員でお手伝い下さい。 

               上田 俊夫会員 

曲さん、卓話楽しみにしています。ミゲルさん初めまして、どうかよろ

しく。地区祈念ゴルフ大会は楽しい1日でした。お世話された皆様有難うご

ざいました。                      小野 晃範会員 

曲航平様、タピアミゲルレオヴァーガス様、エレン様、ようこそお越し

下さいました。宜しくお願いします。創業記念品頂き、有難う御座いました。 

                          片岡 富美子会員 

本日は曲航平様、卓話有難う御座います。タピアミゲルレオ君、これか

らは我クラブのメンバー全員が家族と思ってこの出会いを大切にしましょ

うね。                        京谷 知明会員 

小野さん、三村さん、地区ゴルフ大会では迷惑かけてすみませんでした。

僕は174人中94位でした。来年は50位以内には入れる様に頑張ります。 

          河野  強会員 

誕生日のお祝い有難う御座いました。曲さん卓話有難う御座います。ミ

ゲルさんようこそ。勉学に励んで下さい。        酒井 誠会員 

曲さんミゲルさん、ようこそ堺フェニックスへ。本日誕生日のお祝い有

難うございました。                  中井 昭宏会員 

今月も宜しくお願いします。曲さん卓話楽しみです。エレンさんミゲル

君、ようこそ堺フェニックスへ。            中野 一郎会員 

地区大会2日目はどうしても先約があり欠席です。1日目は参加します。

ミゲルさん大変日本語がお上手ですね。ご活躍に期待しています。 

             田中 範子会員 

本日は曲さんミゲル君エレンさんようこそ、どうぞお楽しみ下さい。創

業記念日のお祝い有難う御座います。         松本 美和子会員 

家族誕生日お祝い有難う御座います。         三村 文男会員 

創立記念日お祝い有難う御座います。田中 眞琴会員の誕生日を創立日に

した事は小さなトリビアです。             田辺 弘樹 幹事 

 

 

 

 

 

 

 

近隣クラブ例会変更  

堺東RC ４月１７日（火）→４月１８日（水）１２：３０～ 

場所／堺商工会議所2F（堺おおいずみRCとの合同例会） 

堺北RC 4月13日（金）→地区大会４月８日(日) 

 

堺フェニックス RC 例会変更 

 

4月12日(木)→4月8日(日)地区大会 

5 月3 日(木)→定款第6 条1 節 休会 

 

次週発行の週報は、 

「4 月7・8 日 第2640 地区 地区大会に参加して」 

特集号です。 

原稿は、4 月15 日迄に事務局までお願いします。 

 

新世代奉仕委員会  中井昭宏副委員長 
 

平成24 年3 月31 日にオーストラリアに向けて旅立っ

た、青少年交換学生の高瀬梨紗さんは、無事到着し、

現在楽しく過ごしているようです。 

ホストファミリーと買い物の帰りにカンガルーの群れに

出会ったり、オーストラリアＢＢＱ、フットボール観戦、

サイクリングと毎日が忙しいようです。一年後に大きく

なって帰ってくる日が。 

多くのことを学び、ロータリーアンの心に触れてほしい

と願います 

 

 

 


