
第768回例会 通巻734号 

平成25年7月11日 2013-2014年度Ｎｏ.2 

第７６８回  ２０１３－２０１４年度  第２回目 

７月４日 １８時３０分 Café NINO 

開会点鐘 会 長 中井 昭宏 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 堺フェニックRCの歌 

お客様紹介 親睦委員会委員 石田 得子 

米山記念奨学生 シュウ ブン様 

各種お祝い 会員誕生日 犬伏 幸代 

家族誕生日 山田 真樹 

創立記念日 岡田 正一 
中野 一郎 
砂原 孝史 

入会記念日 田辺 弘樹 
砂原 孝史 
中田 聡 
猿田 慎男 

会長の時間 会 長  中井 昭宏 

幹事報告 幹 事 松田 香純 

委員会報告 青少年奉仕委員長 内藤絵梨奈 

会  食 

ニコニコ報告 副SAA 濱田 由美 

出席報告 副SAA 仲峯 豊 

閉会点鐘 会 長  中井 昭宏  

        

｢ロータリーの綱領｣が｢ロータリーの目的｣に改定 

綱領等翻訳問題調査研究小委員会の鳥居滋委員長から
発表。The object Of Rotaryの英語原文はそのままで､日本
語訳が｢ロータリーの綱領｣から｢ロータリーの目的｣に改定 
された。 
 
新｢ロータリーの目的｣ 
ロータリーの目的は､意義ある事業の基礎として奉仕の理 
念を奨励し､これを育むことにある｡具体的には､次の事項 
を奨励することにある。 
 
第1 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること 
 
第2 職業上の高い倫理基準を保ち､役立つ仕事はすべて 
   価値あるものと認識し､社会に奉仕する機会として 
   ロータリアン各自の職業を高潔なものとすること 
 
第3 ロータリアン一人一人が､個人として､また事業及び 
   社会生活において､日々､奉仕の理念を実践すること 
 
第4 奉仕の理念で結ばれた職業人が､世界的ネットワー 
   クを通じて､国際理解､親善、平和を推進すること 
 

このように内容も現代的な表現に改定され､ロータリーは
どんな組織か､目的は何か､どんな活動をしているかなど
の課題が､このたびの改定で私たちロータリアンにも､また､
若い世代の人たちにもより親しみやすく､わかりやすいも
のになった。(出典 :ロータリーの友2013 vo1. 61 N0.1 P18～21) 



新入会式 

 ７月１日の年度 
始めに新入会員 
をお迎えすること 
ができました。 
  

猿田慎男会員 

堺フェニックスRC 初例会 

会長・幹事 バッヂの引く継ぎ ロータリアン配偶者 
パートナー奉仕功労賞 上田 興子様 



地区委嘱状贈呈式 



 ロータリーは過渡期にあります。しかし日本の
ロータリーは、その過渡期にさえ乗り遅れていると
いわれています。この一年間はそのロータリーの風 
に乗るための一年間にしたいと思います。 
 みなさんにお願いがあります。クラブ員として、
ロータリアンとしてこの１年間、奉仕活動に邁進し
て頂きたい、他者を中傷をしたり、周囲を惑わす言
動のないクラブにしていきたいと思っています。も
しそのようなことがあったら、ないとは思いますが
今年度、同様なことが起これば、厳しいですが理事
会に提出し、理事役員の皆様に判断をゆだねたいと 
思います。 
 さて今年度の基本方針はロータリーの多様性を理
解し お互いに尊重する。活動方針はRON  D. 
BURTON  RI会長は、『ロータリーを真に実践し、
ロータリーの奉仕と価値観を日々活かす決意をすれ
ば自分がいかに素晴らしい影響をもたらすことがで
きるかが見えてくるでしょう。そうして初めて人々
の人生を真に豊かにしようというインスピレーショ
ン、やる気、力が沸くのです。そして何よりも、あ
なた自身の人生が一番豊かになるはずです』 
 だから今年度はロータリーの奉仕を実践すること
で、相手を尊重し、そしてみんなと豊かになること
を方針としました。  
 まず会員増強維持ですが、１人が１人を推薦する。
クラブ目標は純増３名以上を目標にしたいと思いま
す。そのためには『あなたはロータリーをどのよう
に説明できますか』作戦をお願いしたいと思います。
昨年度の会員増強維持退会防止委員長が手掛けて頂
いたパンフレットをみなさまに配布し共に考えてい
きたいと思います。そのために石田年度から開催さ
れております堺フェニックス勉強会の継続し、今年
度の会員増強担当理事と研修リーダーに先頭となり 
お願いしたいと思います 
 次に広報・公共イメージについてですが、ロータ
リーの公共イメージを利用し、拡大するためにロー
タリーのホームページの活用、ロータリーの友（１
０月から試験プログラムで2014年１月からは冊子か
電子版かの選択ができるようになります。）ロータ
リージャパンの活用、ホームページ・クラブ会報の
充実、これは昨年同様におこなって頂きたいと思い
ますまたRIも利用しています、フェイスブックの活 
用も行っていきます。 

ENGAGE ROTARY   CHANGE LIVES 
     ロータリーを実践し  みんなに豊かな人生を 

 奉仕プロジェクトに関しては継続事業に関しては、
いいものは継続し、現在のニーズに合っていないも
のは検討していきます。２年に１回共同で行われて
いるタイ・ルンピニRCとの協同プロジェクト、東日
本大震災の復興支援（ガバナーからの要請）、ソフ
トボール教室の開催（堺市の小学生を対象とした） 
認知症フォーラムの開催を行いたいと思っています 
 青少年の未来もロータリーが今、一番力を入れて
いる項目です。昨年は友好を深める１年でした。今
年度は初芝インターアクトクラブとの協同プロジェ
クトを行いたいとおもいます。片木年度で提唱した
インターアクトクラブも３年目を迎え、卒業生の進
む道としてローターアクトへの移行及び提唱を考え 
ております。 
 
 最後にお願いです。ロータリー財団への寄付のお
願いです。まだポール・ハリス・フェローになって
おられない会員の方にお願いです。ぜひ今年度ポー
ル・ハリス・フェローになって頂きたい。地区から
はロータリー財団への寄付  １人当たり ＄200 
の要望がきています。 
 また米山記念奨学会への寄付 １人当たり 特別
寄付14.000円+普通寄付6.000円 計20.000円の要望
がきております。どうぞ、ご協力頂けますようにお 
願いいたします。 
 
 この１年間は変化の時期（とき）とご理解頂き、
ロータリーの多様性を理解しながら、みなさまと共
にロータリー活動を行っていきたいと思っておりま 
す。どうぞ、ご協力、よろしくお願いいたします。 
 
 直前ガバナー北中登一様には初例会におこし頂き、
昨年度のお礼の言葉を頂き誠にありがとうございま
した。コホストクラブとして至らない点が数多く
あったと思いますが、本当に１年間、ご教授頂きあ 
りがとうございました。そしてお疲れ様でした。 
 
 猿田様、ご入会おめでとうございます。これから
友にロータリーライフを楽しんでいきましょう。よ 
ろしくお願いいたします。 

  
 この一年間が堺フェニックスの会員のみなさまが 
ロータリーの多様性を理解できるように努めます。 



 
 幹事を仰せつかるにあたり、皆様にお知らせい
たします。私は会長の支援、指示を受けるだけが、
幹事とは思っておりません。クラブ会員様の素直
な意見をまとめ会長に伝える。また会長の意見を
アナウンスする等の調整役だと考えております。 
 私は地区に出るようになり、自クラブがどれだ
け素晴らしいかも学びました。堺フェニックスは
私のような社会にでて間もない会員から、経営者
として空いも甘いも知り尽くした先輩会員がいま
す。しかも年齢の垣根を越えて積極的に意見しま
す。こんな素晴らしいクラブは他にはないと私は
自負します。 
 よって、私はクラブ会員同志の活発的な意見は
大歓迎ですが、クラブ会員同志けなし合う等誹謗
中傷を行う事を好みません。そんな事を行う事た
めに私はロータリー、ましては堺フェニックスに
入会したのではありません。地域社会への貢献を
始め、ポリオへの募金等世界中でよい事を行うた
めに入会しました。それはみな様も同じだと思い
ます。 
 会員皆様、業種が違う、働く時間が違う、得意
分野が違うさまざま違う職業人の集まりです。プ
ロジェクトもさまざまあります。会員様が参加で
きるプロジェクトを積極的に参加していただけ、
いままで築き上げた堺フェニックスの歴史プラス
中井年度は不死鳥のごとく、美しく舞い上がり素
晴らしい年度になるように、また堺フェニックス
の会員でよかったと思えるプロジェクトを行うた
め今年度は志高く一緒に頑張りましょう。 
 そのために私は努力いたします。皆様にもご無
理をお願いする事もあるでしょうがロータリーの
寛容の精神で協力をお願いいたします。 
 
11日 カフェニーノへ移動例会となっております。 
   お間違えのないようお願いします。 
18日は21日に例会変更 
   21日に行われます、インターアクト年次大 
   会への移動例会です。皆様お乗り合わせの 
   うえ起こしください、また18日は例会ござ 
   いません。お待ちがえのないようお願いし 
   ます。 
25日 ガバナー公式訪問に伴い茶房カオル予定し 
   てましたがホテル第一堺へ移動となってお 
   ります。 
ガバナー事務所移転にともない連絡先を回してお 
ります。ご確認ください。 
 

氏名 出席率 

石田 得子 １６４.６ ★自クラブ１００％ 

犬伏 幸代  ７２.９ 

松田 香純 １８１.２ 

片木 修  ８５.４ 

片岡 富美子  ７７.１ 

河野 強  ７０.８ 

松本 美和子  ９７.９ 

内藤 絵梨奈 １５８.３ 

中井 昭宏 １９７.９ 

中井 崇嗣 １５８.３ 

中田 聡  ９５.８ 

中野 一郎  ９５.８ 

岡田 正一 １８７.９ 

小野 晃範  ８９.６ 

酒井 誠  ７７.１ 

砂原 孝史 １０８.３ 

田辺 弘樹  ８５.４ 

田中 範子  ６６.７ 

辻野 美智子 １００.０ ★自クラブ１００％ 

上田 俊夫 ２１８．２ 

米田 眞理子 ２２０.８ 

吉川 美幸  ６４.６ 

2012-2013年度 
 出席率がでてまいりました。ご報告いた 
します。 
 クラブの一年間の平均出席率は 

 ８２．００％でした。ご協力ありがとう 
ございました。 

１ 米田 眞理子 ２２０.８ 

２ 上田 俊夫 ２１８．２ 

３ 中井 昭宏 １９７．９ 

４ 岡田 正一 １８７．９ 

５ 松田 香純 １８１．２ 

皆様が多くの奉仕活動をされたことに深く感謝い 
たします。一年間、お疲れ様でした。 



直前ガバナー北中登一様 

昨年度はありがとうございました。そしてすばらし
い年度でありますように。 

中井 昭宏 会長  

堺フェニックスRC2013－2014年度皆様よろしくお願 

い致します。本日は北中直前ガバナーありがとうご 

ざいました。猿田様、入会おめでとうございます。 

上田興子様、RIよりの表彰、心よりお祝い申し上げ 

ます。 

片木 修 副会長 

中井会長、松田幹事、これからの一年よろしくお願 

いします。石田直前会長、中井直前幹事、一年間御 

苦労様でした。 

松田 香純 幹事 

猿田様ようこそ堺フェニックスRCへ。上田興子様受 

賞おめでとうございます。本年度幹事頑張ります。 

至らない点も多々あるかと思いますが一年間よろし 

くお願い致します。 

石田 得子 直前会長 

中井新会長の素晴らしい船出をお祝い申し上げます。 

北中直前ガバナー前年度は本当にお世話になりあり 

がとうございました。猿田様入会おめでとうござい 

ます。ベテランロータリーアンをお迎えして力強い 

かぎりです。よろしくお願い致します。上田興子様 

パートナー奉仕功労賞受賞おめでとうございます。 

中井 崇嗣 会長エレクト 

北中直前ガバナー一年間お疲れ様でした。猿田様入 

会おめでとうございます。今後ともよろしくお願い 

致します。中井会長一年間頑張って下さい。上田先 

生ご夫妻おめでとうございます。 

米田 眞理子 パストガバナー 

中井丸の船出。心よりお祝い申し上げます。北中直 

前ガバナー本当に素晴らしい年度でした。お体ご自 

愛ください。猿田様入会おめでとうございます。 

小野 晃範 会員   

中井会長、松田幹事新年度の躍進期待しております。 

上田興子様受賞誠におめでとうございます。猿田様 

ご入会おめでとうございます。どうかよろしくお願 

い致します。 

猿田 慎男 会員 

一日でも早く堺フェニックスの会員になる様、よろ 

しくお願いいたします。 

 

 

にこにこ報告 

  岡田正一 会員 

中井年度の船出おめでとうございます。中井会長、 

松田幹事、１年間ご苦労様です。よろしくお願いし 

ます。 

河野 強 会員 

上田さんの奥様、この度はおねでとうございます。
いつまでもお元気で！これからもどうぞ宜しくお願
いします。 

田中 範子 会員 

中井年度が始まりました。今年１年よろしくお願い
します。上田興子様におかれましては立派な賞を受
賞されおめでとうございます。これまでロータリー
のために貢献された当然の賞だと思います。 

田辺 弘樹 会員 

中井会長、松田幹事、今年度１年間よろしくお願い 

致します。また１年 ロータリーライフを楽しみ、 

がんばりたいと思っております。 

砂原 孝史 会員 

石田直前会長、１年間ご苦労様でした。そして中井 

会長、ご就任おめでとうございます。クラブ会員の 

皆様、本年度もよろしくお願いいたします。 

中野 一郎 会員 

中井会長、松田幹事、１年間よろしくお願いします。 

上田先生ご夫妻おめでとうございます。 

辻野 美智子 会員 

2013-2014年度、新会長中井様、幹事松田様、本年 

一年どうぞよろしくお願いします。上田先生令夫人 

興子様、本日はようこそお越し頂きお元気な御様子 

にお目にかかれてほんとうにうれしく思いました。 

ごゆっくりお楽しみ下さいませ 

金谷 昌信 会員 

石田直前会長、中井直前幹事ご苦労様でした。中井 

新会長、松田新幹事、今年度よろしくお願いします 

仁木 順子 会員 

まだまだ不馴れですが、今年度よろしくお願いいた
します。 

松本 美和子 会員 

中井会長、松田幹事、本年度よろしくお願いします
上田会員の奥様パートナー奉仕功労賞おねでとうご
ざいます。 

犬伏 幸代 会員 

2013-2014年度、中井会長・松田幹事様今年度もど 

うかよろしくお願いします。又、北中様、芳川様今 

日はお忙しい中どうもありがとうございます。そし 

て猿田様、新しいRCでの活躍をお祈り致します。 



在籍者   ３２名 出席者   ２７名 

出席計算会員３１名  欠席者    ４名 

出席免除会員 １名 
（小林） 

免除出席者  ０名 

先々週修正出席率 
     ７０．３７％ 

出席率 
    ８７．１０％ 

本日の欠席連絡 

Make-up報告 

欠席報告（7月4日） 

出席報告 

片岡 富美子 風邪のため 

山田 真樹 診療のため 

上好 まゆみ 仕事のため 

吉川 美幸 

米田眞理子 １日 ガバナー会 

松田 香純 ８日 
堺南ロータリークラブ 
卓話 ポリオ撲滅に向けて 

砂原 孝史 ８日 堺南ロータリークラブ 

中井 昭宏 ８日 堺南ロータリークラブ 

金谷 昌信 仕事のため 

河野 強 仕事のため 

砂原 孝史 仕事のため（Make-up済） 

辻野 美智子 仕事のため 

中野 一郎 仕事のため 

仁木 順子 仕事のため 

上田 俊夫 会員 

北中直前ガバナー様、本日はわざわざお出でいただ
きありがとうございました。家内に身に余る表彰を
頂きありがとうございます。猿田様入会おめでとう
ございます。 

仲峯 豊 副SAA 

本日は中井新年度第一例会おめでとうございます。 

北中直前ガバナー御出席ありがとうございます。猿 

田様御入会おめでとうございます。 

濱田 由美 副SAA 

本日は新年度第一例会、中井会長おめでとうござい 

ます。今後とも御指導の程よろしくお願いします。 

内藤 絵梨奈 副幹事 

今年度いよいよスタートですね。中井昭宏会長、松 

田香純幹事、よろしくお願いします。 

 

米山記念奨学生シュウブンさん 
       関西米山奨学生学友会に参加 
                   京谷知明 
 平成25年7月7日（日）に関西米山奨学生学友会が、
大阪国際交流センターで行われ、米山記念奨学生の
シュウブンさんが参加しました。今回の関西での学
友会には、韓国、台湾、中国、タイの海外学友会、
そして日本各地の学友と奨学生達、米山記念奨学会
の近藤副理事長、第2660地区の福家ガバナーや日本
各地のロータリアンが参加し、総勢175名の参加とな 
りました。  
 これらの参加者が、各国及び地区学友会の報告な
どから共通の認識を持つことにより、今後の学友間
の親睦交流、奉仕活動、世界平和の理解を強化でき 
る、素晴らしい企画でした。 
 米山記念奨学生のシュウブンさんも、多くのロータ
リアンや学友生との交流を深め、改めて、奨学生に
選ばれた素晴らしさを実感出来たのではないかと思
います。シュウブンさんが素晴らしい学友生となり、
後に続く人たちへのかけ橋となられる事を期待しま 
す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


