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５月３１日 2012-2013 年度クラブ協議会 

 

5 月 31 日 19 時 40 分～ ホテル第一堺 2階 

ゲスト 次年度ガバナー補佐 大仲 広司様 

 

 

5 月 24 日出席報告 

 

 

    

本日の例会 （第 715 回例会） 

2012 年 5 月 31 日(木)18 時 30 分  

場所：ホテル第一堺 

司司司司            会会会会 中井崇嗣副 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    「堺フェニックス RC の歌」 

おおおお客様紹介客様紹介客様紹介客様紹介                内藤絵梨奈親睦副委員長            

出席報告出席報告出席報告出席報告                    中井昭宏 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 弘樹幹事  

会食会食会食会食    

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  

卓話卓話卓話卓話                                「地域の介護」内藤 絵梨奈会員 

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 

次回の例会予告 （第 716 回例会） 

2012 年 6 月 7 日(木) 

６月各種お祝い 

 卓話 「ROTEX」高石 環様 

17:30～ 6 月度理事役員会 2 階リセスの間 

19:40～ 次年度理事役員会 1 階喫茶   

次々回の例会予告（第 717 回例会） 

2012 年 6 月 14 日(木) 

 卓話 「Rotary」田辺 弘樹 幹事  

在籍者      ２８名 出席者    １８名 

出席計算会員   ２２名 欠席者    １２名 

出席免除者     ６名 免除出席者    １名 

先々週修正出席率 84.6％ 出席率  ７３．１ ％ 

５月３１日 お客様のご紹介  

 

介護サービスカンパニー所長 濱村奈美様 

RI 第 2640 地区次年度ガバナー補佐 大仲 広司様   

RI 第 2640 地区副代表幹事  堀本欣吾様 

堺フラワーＲＣ会長      尾羽根伸幸様 

会長エレクト   飯岡典子様 

副会長     但見 淳様 

      Ms．ガイ様 

  

青少年交換奨学生ホストファミリー 高瀬 明美様 

青少年受入学生 エレン・ブルックスさん 
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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」 

 

 

 

 

 

 

本日のお客様の紹介   親睦委員長 京谷 知明 

株式会社ホウユウ  田中 幸恵様 

国際ロータリー第2640 地区ガバナー補佐 宇瀬 治夫様 

堺東南RC 会長エレクト 山本 保 様   

堺東南RC  黒田 征樹様 

 

 

会長の時間             会長 吉川 美幸 

ロータリーに関する事は、ロー

タリー理解月間の月にお話しし

ていましたし、中野会員も、9

月の卓話で、非常にわかりやす

くお話し下さいました。 

皆さんも、ロータリーが出来た

いきさつは、耳にタコが出来るほど、お聞きになってお

られると思いましたが、目にもタコができるほど書かれ

ている物を発見しました。 

ロータリーの友をご覧ください。今まで気が付きません

でしたが、ロータリーの友を見て頂くと、5ぺージ目に、

ロータリークラブが出来たいきさつが書かれています。 

それは、ロータリーの理解月間だけかと思っていました

が、毎月同じところに、同じ様に書かれています。 

ロータリー運動は、１０６年前の、１９０５年２月２３

日に、シカゴの町で、孤独感と、疎外感に苦しむ青年弁

護士のポールハリスが、３人の友人と予てあたためてき

たアイデアを話し合って生まれたと言われています。 

その話し合いとは、実業人が、友愛の心を持って親しみ

あい、仕事上で知り合いの輪を広げていくために定期的

に集まる会を造ろうというものでした（親睦と相互扶助）。 

ロータリー発足後、社会の為に奉仕することが重要な要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

素として加わりましたが、これはロータリーを社会的に

有意義なものとして位置付ける上で大きな意味があった 

と思われます。しかし、ロータリーとしての発足と言う 

のは、まず、 親睦から始まっています。 

しかしまたなぜ、毎月同じところに、同じ事が書かれて

いるのでしょうか？。それは、それが、ロータリーがど

うして出来たか、忘れてはいけない根本がそこにあるか

らだと、私は思います。  

勿論、奉仕活動無くして、ロータリーはあり得ません。

と同時に、親睦無くしてロータリーもないのです。 

 

私がロータリーに入った頃は、囲碁クラブや、グルメ会、

ゴルフクラブ、コスモスの会等、色々なクラブ活動をし

ていました。今、思うと懐かしく思い出されます。私は、

会長として、今年度、親睦、親睦と言いながら、たいし

た事はできませんでしたが、今年度、始まった時よりも、

親睦が深まったなと、皆様が思って下されば、嬉しいな

と思っています。 

今日は、例会のあと、今年度の各委員会の活動報告会が

あり、今年度の締めくくりを報告する事になっています

が、まだ、１ヶ月あまり残っていますので、宜しくお願

い致します。 

 

幹事報告                  幹事 田辺 弘樹  

2012年6月のロータリーレートは, １ドル＝80円 

 

近隣クラブ例会変更のお知らせ 

堺北ロータリークラブ                  

6月15日(金)→6月16日(土)最終例会ＰＡＮＴＡＲＯＮ 

6月22日（金）29日（金）→定款第6条第1節休会 

斉唱 ロータリーソング 『我等の生業』 親睦(友好クラブ)委員長 京谷 知明 

唱和 ロータリーの綱領   職業奉仕委員長 松本 美和子 



 

 

堺東ロータリークラブ 

6月26日(火)→6月30日(土)18:30～南海グリル東店3F 

堺おおいずみロータリークラブ 

6月27日（水）→定款第6条第１節により休会 

堺清陵ロータリークラブ 

6月28日(木)ホテル第一堺1階オープンガーデン 

堺北西南西ロータリークラブ 

6月26日(火)→6月23日(土)18時～「夢倶楽部」 

5月29日(火)の例会は当初、例会変更のご案内をさせて

いただきましたが、通常通り(12 時 30 分～『もず野』)

例会開会となりました。 

 

次期幹事報告          次期幹事 中井 崇嗣  

2012-2013 年度クラブ会員名簿作成に伴い、回覧にて各

会員は御確認をお願いします。 

 

 

卓話 株式会社 ホウユウ 田中 幸恵様 

ホウユウ株式会社のご紹介 

1975年創業 

最初の社名は邦悠株式会社 

文具用品をきっかけに印刷

業へ 

現在の業務内容：版下制作か

ら印刷まで一貫して受注して

いるが、主にはプログラムやHTMLを含む、Windowsベース

での入力・制作を得意とする。顧客は同業他社が中心 

 

経営方針 フレキシブル＆バリアブル 

今、会社が持っているものは何か？ 

よそとは違っているところは何か？ 

与謝野晶子百首かるた・堺意外史探訪・地域情報サイト

「ツール・ド・堺」管理運営・堺都市史探訪 

    

五年先を見据えての方向性を模索する。同業者を相手に

仕事を受注することの限界を感じ、地元顧客を掘り起こ

していく方に方向転換。「まちの印刷屋さん」等の地元

ならではのコンテンツ 

 

地域情報サイト「つーる・ど・堺」 

「与謝野晶子百首かるた」の販売サイトとして、与謝野

晶子情報を主に紹介。約18年前に立ち上げ2000～2010年

堺の情報を発信していくためのサイトに変化していく。

イベントや文化情報のみに特化 

2011年～サイトをリニューアルして再出発 

・地域にホウユウの存在を知ってもらうための装置とし

て「つーる・ど・堺」を活用。 

つーる・ど・堺の活動の中から見えてきたこと 

 地域に関して、地元で活動している人たちの情報網が

まとまっていないこと。 

 オンラインではなくオフラインで、気軽に集まって情

報交換や発信をする「場」が無いこと。 

 住民が遊びに行くときは堺中心部を素通りして大阪市

内に出てしまうこと。 

 堺市が観光資源として広報する物は昔からずっと同じ

で地元の人間には目新しくない。 

 地域住民への情報提供がうまくいっていないため、堺

の良さが一番伝わっていない。 

 よくよく探せばコンテンツの宝庫。 

地域住民が普段見落としているところにこそ面白いも

のがある！ 

つーる・ど・堺のミッション。 

地域の文化情報の広報として情報を収集・発信し、地

元コミュニティのつながりを強化。 

取材を通して地元で活躍する企業や団体・キーパーソ

ンと交流し、信頼関係を築いて結びつける。 

ネット等のオンラインだけでなく、イベントやワーク

ショップ・まちあるきマップ作成等のオフラインでの活

動を企画・運営する。 

 

「紙cafe produced by TOUR DE SAKAI」 

つーる・ど・堺としての思い 

ホウユウとしての思い 

オンラインだけの情報発信に限界を感じてきた→ネットだけ

ですべてを伝えきれるのか？ 

ＩＴ一辺倒の印刷業界に疑問を感じてきた→「紙」を捨ててし

まってもいいのか？  

堺と紙のアンテナショップを作りたい！ 

2012.5.6OPEN!! 
コンセプトは紙でつなぐコミュニティ 

 

山之口商店街でのコミュニティ 

 商店街の人たちが本当に喜んでくれている 

 新参者の私たちのことをいろいろ気にかけ覗いてくれ

ている 

 長らく活動してきた下地がある程度ある 

 地域で名の知れている文化人の方や観光関係の団体の

方、何より役所の方などが自然と集まってきてくれて

いる 

 思っていたよりも「都会型」の客層 

 ブログやツイッター・フェイスブックなどネットでの

情報を見てきていただく方も多数 

 今後は情報発信やワークショップなどで、人の集まる

「場」を作っていく。 

紙caféを、紙とＩＴを最大限利用した情報発信基地にし



 

 

ていく見いだした方向性 

 ネットの情報の多様化、個別化によって却って身近な

コミュニティでのつながりや出会いを求めている人が

増えた。地元密着→ グローカル化 

 ごく狭い範囲での集中的な活動にシフト。市や区単位

ではなく町や駅など極小地域を集中的に取り上げてい

く 

「つーる･ど･堺」の「七道再発見」特集 

 デジタルから紙媒体への回帰ネットとアナログでの情

報発信を組み合わせて「ひと・こと・もの」を繋げてい

く 

 つーる・ど・堺、紙cafe、Paperフリマ、周辺ＭＡＰの

作成。 

 地元ソーシャルサイトとの連携等、あらゆる方向から

アプローチしていく。 

ネットの世界と会社内のみでの活動に限界を感じ、思い

切って町に飛び出してみた結果は？ 

いろいろな人が関わって、新しいこと、やりたいことがど

んどん出てきている。じかにお客様の意見を聞くことは

思ったより大きい。逆にホウユウやWEBでの活動に生か

せる。 

背伸びせずに楽しく活動することがいつの間にか地域の

役に立てていることが大事！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

にこにこ報告           副SAA 河野 強 

 

 

 

 

 

 

 

 

  田中様、今日は卓話有難うございます。堺は古い町

ですが、あまり知ろうとしていませんでした。私たちが

堺に興味を持てる記事を作っておられるのですね。あり

がとうございます。        吉川 美幸 会長 

  田中会員本日の卓話楽しみにしています。素晴らし

いアシスタントがおられていいですね。 

      石田 得子会長エレクト 

  田中さん、大変勉強になりました。頑張ってくださ

い!!応援します!!山本様、黒田様、本日は有難うござい

ます。               河野 強 会員 

  山本様、黒田様、ようこそ堺フェニックスへ。田中

様、卓話有難うございます。宇瀬ガバナー補佐様、本日

のアッセンブリーよろしくお願い致します。 

             中井 昭宏会員 

  宇瀬ガバナー補佐様、本日はようこそお越し下さい

ました。御指導よろしくお願い致します。本日は卓話を

聞いて頂きまして有難うございます。ホウユウをご理解

いただけましたでしょうか。      田中 範子会員 

  宇瀬ガバナー補佐様、今年度ご苦労様です。  

三村 文男会員 

 

５月２４日 2011-2012 年度クラブ協議会 

 


