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平成25年8月1日 2013-2014年度Ｎｏ.5 

第７７１回  ２０１３－２０１４年度  第５回目 

８月１日 １８時３０分 ホテル第一堺 

開会点鐘 会 長 中井 昭宏 

国家斉唱 君が代 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 我らの生業 

お客様紹介 親睦委員会委員 上田 俊夫 

直前ガバナー  北中 登一様 

米山記念奨学生 シュウ ブン様 

各種お祝い 

会員誕生日 中井 崇嗣 河野   強   

家族誕生日 
 

京谷 知明 中野 一郎 砂原 孝史 
中井 崇嗣 田辺 弘樹 田中 範子 

入会記念日 河野  強 片岡富美子 吉川 美幸 

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 砂原 孝史 

卓話 青少年奉仕 
 直前ガバナー 北中登一様 

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  

 
 ロータリー財団初の女性管理委員および国際ロータ
リー初の女性理事でもあるマシューズ氏は次のように
話します。「女性は長年、ロータリーに貢献してきま 
したし、これからも貢献し続けていくでしょう。
『ロータリーは年配の男性の集まり』という誤解を生
むイメージは、今後払拭されるに違いありません。仕
事の重要性に男女の差はありません。重要なのは、あ
る役割をその人が最も効果的に果たせるかどうかです。
そうは言っても、初の女性副会長を務めることに大き
な誇りを感じるとともに、女性のロータリー入会を実
現させたカリフォルニアの女性たちに感謝していま
す」。コロンビア・イースト・ロータリー・クラブ会
員であるマシューズ氏は、管理委員や理事のほかにも、
ロータリー財団地域コーディネーター、RI会長代理、
国際協議会での研修リーダー研修者、未来の夢委員会
委員、RI研修リーダー、地区ガバナーを歴任してきま 
した。 

 会員の多様性を奨励する
ロータリーが、新たな1ペー
ジを開きました。米国サウ
スカロライナ州出身のアン 
L. マシューズ氏が、国際
ロータリー初の女性副会長
として、7月1日から任期を 
開始しました。 



会長・幹事懇談会 

ベネファクター 
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 

ガバナー公式訪問 



 
 本日は久保治雄ガバナーの公式訪問です。久保ガ
バナー、谷野ガバナー補佐、堀本代表幹事、お暑い
中お越し頂き誠にありがとうございました。大変楽
しみにしておりました。 
 
 会長・幹事懇談会はとても有意義な時間となりま
した。 
 
 先週の２０日には当クラブと堺おおいずみRC、堺
泉が丘RCがスポンサークラブをしております。堺プ
ロバスクラブの年次総会と初例会が開催され出席し
て参りました。周防さんのすてきな笑顔にお会いで
きました。今野さん、熊取さんにはお会いできませ
んでした。周防さんから堺フェニックスの何かお手
伝いをさせて頂けたらとお話がありました。来年開
催予定であるフォーラムなどのお話をして参りまし
た。当クラブからは松田幹事、中野奉仕委員長、内
藤副幹事が出席して下さいました。ありがとうござ
いました。 
 
 次に２１日に開催されました当クラブの第３例会
でもあるインターアクト年次大会は、非常に熱い中
和歌山県紀三井寺で開催され、お越し頂いた会員の
皆様には感謝申し上げます。 
 
 今年度は移動例会、奉仕プロジェクトのための例
会変更とみなさんの動き（活動）が年間予定に多く
プログラムとして計画されています。どうぞ、よろ
しくお願いします。 
 
 ロータリーの奉仕を通じて親睦ができますように
努めてまいります。 
 
 本日はガバナーアドレスがこの後ございます。
しっかりお聞きいただきますようお願いいたします 
久保ガバナーよろしくお願いいたします。 
 

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

 
 上期分会費納入のお願いを配布しております。
定款細則10条及び11条第3節により30日以内に入金 
お願いしたいいたします。 
  
 回覧、8月8日に行われますストラディバリウス
チャリティーコンサートへの移動例会の出欠です。
当日希望者のみクラブ事務所、時間厳守16時出発、
バスにて移動、車中でお弁当配布予定です。18時
半〜19時半講演。終了後バスにてクラブ事務所へ 
帰る予定です。 
 
近隣クラブ移動例会 
 
堺中ロータリークラフ ゙
 平成25年 7月31日(水)例会休会 
堺おおいずみロータリークラブ 
 平成25年 7月31日(水)例会は夜間例会18時「な
な菜」に移動例会 
 平成24年 8月14日（水）の例会は定款第6条第１
節により休会とさせていただきます。 
堺フラワーロータリークラフ ゙
 平成25年7月27日(土)の例会は同日18時〜 バー
ベキュー例会 
 
ガバナー事務所の夏期休暇   
2013年8月13日（火）から8月16日（金）まで 
 
他クラブ等 MAKE-UPなされた際は私までご一報く
ださいますようお願いします。 
  
 毎日暑いですが、こまめな水分摂取と、バランス 
の良い食事をして脱水症と夏バテにならないよう 
お体ご自愛ください。 
  
「交通事故をなくす運動」堺市推進協議会委員 
に中井昭宏会長がなりました。 
 



 7月28日(日) りんくう国際物流センター２Fにて 
13時半～16時(受付開始13時～) 
 
 青少年交換委員会 2012-2013年度派遣留学生報 
告会および2013-2014年度派遣候補生 歓送会が予 
定されています。 
 
 高瀬 梨紗さんが報告の発表をされる予定です。  
 
 ぜひ、クラブのみなさまもお誘いあわせのうえ、
ご一緒にご出席くださいますようお願い申し上げま 
す。 

さんだ子ども発達支援センターは、 
すべての子どもの発達を支援することを目的に、平
成１０年４月１日に開設しました。 
 
 一人ひとりの子どもが能力を最大限に発揮し、地
域のなかで健やかに成長することを願って、さまざ
まな事業を展開しようとしています。 

 
 障害のある子どもや、さまざまな発達上の問題の
ある子どもが自分自身の能力を最大に伸ばし、発達
の基礎を築き、社会適応能力を身につけることがで
きるように、一人ひとりの発達の状態に合わせた専
門的な療育訓練と保育を行っています。  
 
 家族の愛情とゆとりある接し方が、子どものすこ
やかな発達には欠かせません。家庭での子どもの適
切な発達援助を助言したり、家族みんなで楽しむこ
とができる行事やレクリエーションを行い、家族へ
の支援を行います  
 
 子どもが地域社会の中でいきいきと育っていける
よう、地域に向けて啓発活動を行います。また、た
くさんの方の協力を得て、さまざまな活動を行って
いきます。  

アントニオ・ストラディバリ（Antonio Stradivari、
1644年 - 1737年12月18日）は、イタリア北西部の 
クレモナで活動した弦楽器制作者。 
 
 ニコロ・アマティに弦楽器制作を師事したストラ
ディバリは、16世紀後半に登場したヴァイオリンの
備える様式の完成に貢献した。同年代のヴァイオリ 
ン制作者にはジュゼッペ・グァルネリらがいる。 
 
 ストラディバリが制作したヴァイオリンは、約
1,200挺あるといわれ、約600挺の存在が確認されて
いる。またヴィオラやチェロを約50挺制作しており、 
いずれも弦楽器の代表的な名器として知られる。 
 
 彼の楽器にはラテン語でAntonius Stradivarius 
Cremonensis Faciebat Anno [date]（クレモナのア
ントニオ・ストラディバリ作、[制作年]）という銘 
がある。 
 ストラディバリの制作した弦楽器には、18世紀の
慣例に基づきラテン語にてAntonius Stradivarius 
Cremonensisというラベルが貼られている。ここか
ら、彼の制作した弦楽器はストラディバリウスある 
いは省略してストラドと呼ばれる。 
 

 ストラディバリウスは、そのブランド的イメージからヴァイオリニストや収集家の羨望の的であり、現存す
る真作で最も評価の高い18世紀初頭の作品は、日本音楽財団が英国のオークションに出品し、2011年6月21日に
1589万4000ドル（約12億7420万円）で落札された1721年製のストラディバリウス「レディ・ブラント」である。
それまでは、オークションで約4億円で競り落とされたものが最高だった。その他に有名なものとしては、同じ
く2005年に1699年製（愛称不明）が2億1700万円で落札されている。日本人では高嶋ちさ子がルーシー 
を2億円で購入、千住真理子がデュランティを2～3億円（具体的な金額は未公開）で購入している。 



 久保治雄ガバナー 
 
国際ロータリー組織と現況 
２００以上の国と地域537地区、クラブ数 34,４６
２クラブ 
会員総数1,21９,８０１人（201３年４月3０日） 
日本3ゾーン■34地区クラブ数２,２８８クラブ 
会員数 88,８０８人（201３年５月3１日） 
 
ロータリーの組織構造について 
ＲＩ理事会（ＲＩ会長） ■地区（ガバナー） 
ＲＩの会員はクラブ（ＲＣ会長）です。 
自治権を持つ34,４３０クラブの存在は、世界最高の
保険に入っているようなもの(これには弊害もあるが、
良い面もある。）良い面を生せば多くを達成できる 
 
とおもいますと、ＲＩ会長ロンＤ・バートン(2013年
ロータリーの友3月号インタビューより）氏は語って
います。 
 
ＲＣの自治権の絶対性について 
ＲＣは、国際ロータリーに加盟してはいるが、自
主・自治権は確立されている。 
１クラブ対地区（ガバナー） 
１クラブ対ＲＩ（理事会・ＲＩ会長） 
数クラブによる団体交渉は認められていない。 
 
国際ロータリー（Ｒｏｔａｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔ
ｉｏｎａｌ）とは、 
国際ロータリー（RI）は全世界のロータリー・クラ
ブの連合体である（RI定款第２条）。ロータリーと
いう言葉をそれだけで使う場合、通常、国際ロータ
リーとしての組織全体を指す（章典33.010.4.）。 
RIの目的は次の通りである。 
1）ロータリーの綱領を推進するようなプログラムや 
 活動を追求しているRI加盟クラブとRI地区を支援 
 すること 
 

2）全世界にわたって、ロータリーを奨励し、助長し   
 拡大し、管理すること 
3）RIの活動を調整し、全般的にこれを指導すること
（RI定款第３条） 
 
中核となる価値観（Core Values）とは、 
奉   仕 ■親   睦 ■多 様 性 
高 潔 性 ■リーダーシップの五つです。 
特に、高潔性を大切にして頂きたい。・人柄が立派
で利欲のために心を動かさないことが今ロータリア
ンに強く求められています。 
RI理事会は、次の方法によってRIの業務を指示・管
理をしています。 
 
ＲＩ理事会（Board of Directors） 
1）RIの定款と細則に従って組織の方針を定めること 
2）事務総長による方針実施を評価すること、 
3）RI定款、RI細則は、1986年イリノイ州非営利私財
団法、およびその後の改正によって与えられた権限
を行使すること（RI細則5.040.1.）。要するに、私
たちの定款。細則は、アメリカの州法に基づいてい
ます。RI理事会は、組織規定に準拠してRIの業務と
資金の監督、管理にあたります。またRIの現役員と
次期役員およびRI委員会を管理し、加盟クラブを総
括的に監督する責務を負っています。（ロータリー
章典28.005.）。 
(The District）地 区について 
地区とは、管理の便宜上結びつけられた、一定の地
理的な地域内にあるロータリー・クラブのグループ
である。ロータリー地区の活動ならびにその組織は、
個々のロータリー・クラブがロータリーの綱領を推
進するのを助けることを唯一の目的とするものであ
り、ロータリー・クラブや個々のロータリアンが提
供する奉仕を減殺することがあってはならないと規
定されています。（ロータリー章典17.010.1.）。 
 
ガバナー（GOVERNOR）について 
ガバナーはRI理事会の一般的な指揮、監督の下に職
務を行う、その地区におけるRIの役員である。ガバ
ナーは地区内のクラブに対する指導と監督を行うこ
とで、ロータリーの綱領を推進する任務を課せられ
ている。ガバナーは、地区内のクラブを啓発し、意
欲を与え、地区内の継続性を確保するものとする
（RI細則15.090.）。 
 
The Rotary Clubロータリークラブは定款及び細則の
承認を行っています。 
ＲＩ加盟認証状を与えられ、これを受理したクラブ
は、すべて、それによってＲＩの定款と細則ならび
にその改正規定を受諾し、承認し、法律に反しない
限り、万事これによって拘束され、それらの規定を
忠実に遵守することを承諾するものとなっています。 
奉仕部門（Avenue of Service）について 
ロータリーの奉仕部門は全ロータリー・クラブの活
動の指針となります。 
 



1) 奉仕の第一部門であるクラブ奉仕 
2) 奉仕の第二部門である職業奉仕 
3) 奉仕の第三部門である社会奉仕 
4) 奉仕の第四部門である国際奉仕 
5) 奉仕の第五部門である青少年奉仕 
奉仕の第五部門であった新世代奉仕は、規定審議会
で青少年奉仕に変更されました。 
効果的なロータリー・クラブの定義（Definition of 
an Effective Rotary Club）について。 
効果的なロータリー・クラブは、 
1) 会員基盤を維持、拡大する。 
2) 地元地域ならびにほかの国々の地域社会において
奉仕プロジェクトを実施し、成果をもたらす。 
3) 資金面およびプログラムへの参加を通じてロータ
リー財団を支援する。 
4) クラブレベルを超えてロータリーにおいて奉仕で
きる指導者を育成する。 
以上の4点が重要とされています。 
ロータリー・クラブと他団体Rotary Clubs and 
Other Organizationsについて。 
クラブは、いかなる他団体にも加入すべきではなく、
また、他団体の会員としての義務を負うべきでもな
い（ロータリー章典11.040.1.）。クラブは、その会
員を他団体に束縛したり、RIの枠外で正式なクラブ
の連合体を設立する権限はない（ロータリー章典
2.020.）。 
ロータリアンの非公式な会合について。 
ロータリアンの非公式な会合は、 
クラブあるいは地区の公式会合とはならない。 
従って、非公式会合の出席者によるいかなる決議も、
クラブあるいは、地区の意見の表明であると理事会
がみなすことはない。（ロータリー章典７．０９
０）  
2013-2014年度RIテーマを申し上げます。 
ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES 
ロータリーを実践し みんなに豊な人生を 
です。 
 
2013-2014年度RI方針 
・財団寄付のお願い。ロンＤ・バートン会長は、寄
付をお願いするのなら自ら範を示してほしいと提案
されました。その結果、全世界のＤＧＥ537人全員と
ＲＩ理事会全員、財団管理委員全員で＄675、412。
クラブ会長エレクト11,000 人（およそ34,000 クラ
ブ中）のクラブ会長エレクトから＄4,900,000が国際
大会までに寄付が集められました。 
ポリオ撲滅 
残るポリオ常在国は、アフガニスタン・ナイジェリ
ア・パキスタン の3国です。 
他の国においてもウイルス流入の危険があり、全地
域での予防接種継続の必要性があります。今年度こ
そ皆様のご協力でＥＮＤ ＰＯＬＩＯ を実現しま
しょう。 
 

会員増強 
2015年までに130万人を目標としています。 
ここ10年間は、120万人前後で推移しています。12万
人入会するが12万人退会する状況が続いています 
女性会員の増強(1987年女性会員の入会が承認され
る)と若者の入会の増強をお願いいたします。 
ロータリー財団支援と未来の夢計画の実践 
ロータリー財団補助金 
  ・地区補助金 
   ・グローバル補助金 
   ・パッケージグラント 
グローバル補助金は長期的持続可能な教育的・人道
的・大規模な複合的プロジェクトに対して資金提供
６分野に限定１．平和と紛争予防/紛争解決２．疾病
予防と治療３．水と衛生４．母子の健康５．基本的
教育と識字率向上６．経済と地域社会の発展となっ
ています。 
会員増強について 
ＲＩ会長ロンＤ・バートンは以下のように語ってい
ます。 
女性会員を増やす様に努力しましょう。もっと、色
んな人々に入ってもらいましょう。年齢的にもあら
ゆる世代を。彼らが満足して、いつまでも留まる様
にしなければいけません。例会の時間や場所に柔軟
性を持たせ、家族も参加してもらい、子供を例会に
連れてくることも歓迎しましょう。すべてのロータ
リアンは、ロータリーに入った理由が違います。し
ばしば、入った時の理由と今居る理由は違っている
ものです。私達は、ロータリーの会員からロータリ
アンに変わることを経験してからここにいるのです。 
あなたのロータリアンになった感覚・気持ちがどん
なものであったか、それを私（バートン）はあなた
と共有したいと思いますし、それを知らない人達に
もその気持ちを伝えることをお願いします。もし、
今私達が変わらなければ後悔するということだけは
伝えます。今の会員は殆どが中年か老人です。もし、
若者を入れなければ私達がいなくなるとロータリー
も消滅します。ロータリーは中年の人達のものでは
ありません。 
2013-14 年は変革の時です。 
ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を今こそ私
達一人ひとりが行動する時です。私達には、ロータ
リーに没頭し、学んだアイディアに 導かれ、周り
の人々をも巻き込んで勇気づけるという仕事があり
ます。 
一緒に行動しましょう。もっと強いロータリーを作
り、もっと住みよい社会を作るために。 
次代の変化に対応する柔軟性 
時代の変化とともに私たちが存続するためには、私
達自身が変化しなければならない。 
 ・全てを変えろというのではありません 



 
 ・クラブの規則や伝統を変えて行くよう促すこ 
  とも必要 
 ・クラブ会合の時間や場所を変えてみる 
 ・新しくできるクラブの形式を見直してみる 
 (ロンＤ・バートン） 
RI会長賞に挑戦しましょう 
・会員増強を推進 
・ロータリー財団を通じた人道的奉仕を充実 
・ロータリー・ファミリーを通じたネットワークを
強める 
・さまざまな活動を実施したクラブを表彰するため
の賞です。 
 
2013-2014年度 地区方針 
相 互 扶 助～mutual aid～ 
世界政治の混乱、経済の先行き不安、今こそ、メン
バーと家族、共に働く仲間と地域社会に生きる人々
との共生共助こそロータリーイズムの原点であるこ
とを確認する。 
RI方針の実践 
・ポリオ撲滅 
・フューチャービジョンの実践 
・会員増強 
・時代の変化に対応する柔軟性 
ＩＭを廃止しました（旧組は存続しても構わないが
許可と報告が必要です。） 
ＩＭの歴史的背景 
1950年の手続要覧に国際ロータリー常設プログラム
として掲載（資金援助あり）主催は分区代理 
1969年ＲＩが資金支援を打ち切る。 
  開催はＤＧ裁量となる・ＩＧＦとも呼ばれる 
1997年ＤＬＰの採用 
1998年手続要覧からＩＭと分区代理の文字が消えた。 
2002年ガバナー補佐制度スタート 
会員数比較 
第2640地区6月末（３クラブ解散） 19５６名 
10名以下    ２クラブ 
10名から19名２５クラブ 
20名から29名２１クラブ 
30名から39名８クラブ 
40名から49名７クラブ 
50名から59名４クラブ 
60名から69名２クラブ 
70名以上   ２クラブ 
 
地区方針 

・ＤＬＰの活用。ガバナー補佐は、クラブの管理運営に関
してガバナーと同行し補佐をする 

・地区組織の簡素化・地区予算の弾力化・各クラブによる
ネット活用化の推進指導。Council on Legislation規定審
議会採択の制定案と決議案の実行指導 
（制定案ー採択３８・修正採択１４決議案―採択６） 
Ｒ財団の地区、ワールド等各補助金を使っての事業奨励 

補助金総額１９４，０２１ドル内、地区補助金１０２，８１３ド
ルの活用 
地区クラブ会員全員による 

 
中学・高校への「出前卓話」の実施要請 
ロータリアンが履歴を語る(人生の栄光と挫折等)を要請
する。 
地区委員会の運営 
地区組織にメリハリをつける 

カウンセラー制度からアドバイザー制度に移行。奉仕委
員会を一元効率化。 

財団委員会をスリム化。広報を公共イメージに変更。危
機管理委員会設置。 
Peace絆復興支援委員会新設。将来の指導者育成。 
地区目標 
ストップ・ザ・会員減少 
第2640地区の会員数は、 
1997年の3877名をピークに毎年減少している。 
日本では、唯一女性会員のみ増加傾向にある。 
クラブ拡大は1クラブ目標 
地区全体で10％の増強、各クラブ純増3名以上のお願い 
ロータリー財団への寄付 
1人あたりＵＳ＄200を目標 
米山記念奨学会への寄付 
1人あたり6,000円の普通寄付 
上半期3,000円・下半期3,000円 
(特別寄付を入れて１人あたり20,000円を目標) 
2013－14年度 地区大会のご案内 
地区大会スローガンOne for All, All for One 
10月26日（土）・スターゲイトホテル関西エアポート 
10月27日（日）・国際障害者センタービックアイ 
地区大会RI会長代理・国際ロータリー第2530地区  
2010－11年度ＰＤＧ 大橋 廣治 氏（福島南RC） 
記念講演 プロ野球解説者 
           野村 克也 氏 
地区大会記念ゴルフ大会 
   10月21日・関西空港ゴルフ倶楽部 
2014年2月23日は日本３４地区で 
東日本大震災復興支援キャンペーン 
各クラブがそれぞれに復興支援のための 
  奉仕活動をお願いいたします 
復興支援の灯火を 
燃やし続けましょう 
本当に必要なもの 
小沢一彦ロータリー財団トラスティーの言葉 

東日本大震災で会社も家も家族も無くされた東北の４
ロータリークラブが、解散せずに復興のために頑張って
いる。何もなかった神奈川のクラブが解散した。考えてほ
しい。幾ら立派な電柱を立て電線を張ったとしても本当に 

必要な電気が通らなければ、何にもならない。 
 
本当に必要なものの為に奉仕を実践してほしい。 
終わりに 
IN GOD WE TRUST我々は神を信ずる。この言葉はアメ
リカのドル紙幣に印刷されています。移民国家アメ
リカのポリシーです。ロータリーは、この国アメリ
カで108年前に誕生いたしました。IN ROTARY WE 
TRUST我々もロータリーを信じたいと思います。それ
でこそロータリーです。 
 
 



米田 眞理子 パストガバナー 

 公式訪問ありがとうございます。 

第一回スタート無事すべて終えられますことを心よ 

り願っております。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

中井 昭宏 会長 

 本日は久保治雄ガバナー様、谷野一彦ガバナー補 

佐様、堀本欣吾代表幹事様、堺フェニックスへお越 

し頂きありがとうございます。公式訪問楽しみにし 

ておりました。一年間、御教授よろしくお願いしま 

す。 

 ベネファクターは『堺フェニックスの会長に就任 

したら必ずして下さい』と小野先生が仰いました。 

約束を守りました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

松田 香純 幹事 

 本日は久保ガバナー、谷野ガバナー補佐、堀本代 

表幹事、公式訪問1番にきてくださりありがとうご 

ざいます。有意義な会長幹事懇談会となりました。 

 ポリオに募金いたしました。そしてマリチプル 

ポールハリスフェローありがとうございます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

石田 得子 直前会長 

 本日は久保ガバナー様、谷野ガバナー補佐様、堀 

本代表幹事様をお迎えしての例会少し緊張して楽し 

みたいと思います。例会後のアッセンブリーよろし 

くお願いします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

中井 崇嗣 会長エレクト 

 久保ガバナー、谷野ガバナー補佐、堀本代表幹事、 

本日はようこそ堺フェニックスへ。 

 今年度ご指導よろしくお願い致します。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

岡田 正一 会員 

 久保ガバナー、谷野ガバナー補佐、堀本地区代表 

幹事様、本日はご苦労様です。ご指導賜ります様よ 

ろしくお願い申し上げます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

小野 晃範 会員 

 本日は久保ガバナー素晴らしいガバナーアドレス 

ありがとうございました。この一年間健康に呉々も 

留意され、輝かしいご活躍されることを祈念致しま 

す。谷野ガバナー補佐、堀本代表幹事様、よろしく 

お願いします。 

 

にこにこ報告 

  

片岡 富美子 会員 

 ガバナー久保様、ガバナー補佐谷野様、地区代表 

幹事堀本様、ようこそお越し頂きました。楽しいひ 

と時をお過ごしください。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

金谷 昌信 会員 

 公式訪問ガバナーの皆様、本日はご苦労様です。 

いろいろとご指導のほどよろしくお願いします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

田中 範子 会員 

 久保ガバナー、谷野ガバナー補佐、堀本地区代表 

幹事、本日はありがとうございました。今年一年よ 

ろしくご指導お願い致します。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

田辺 弘樹 会員 

 先週例会欠席致しました。バンコクRCへメイ 

キャップ致しましたが、非常に刺激ある例会でした。 

ロータリーに感謝致します。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

内藤 絵梨奈 会員 

 久保ガバナー様、谷野様、堀本様、公式訪問あり 

がとうございます。本日が第一日目とのことで、お 

身体にお気をつけて以後の訪問も頑張って下さい。 

お祈り申しております。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

中野 一郎 会員 

 久保DG、谷野AG、堀本地区代表幹事様、本日はよ 

ろしくお願い致します。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

仲峯 豊 会員 

 本日は久保ガバナー、谷野ガバナー補佐、堀本地 

区代表幹事、ようこそお越しくださいました。本当 

にありがとうございます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

仁木 順子 会員 

 先週欠席すみませんでした。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

濱田 由美 会員 

 本日は久保ガバナー、谷野ガバナー補佐、堀本地 

区代表幹事、ようこそお越しくださいました。本当 

にありがとうございます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 



在籍者   ３２名 出席者   ２６名 

出席計算会員３１名  欠席者    ５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 
     ７０．９６％ 

出席率 
    ８３．８７％ 

Make-up報告 

欠席報告（7月25日） 

出席報告 

犬伏 幸代 診療のため 

砂原 孝史 海外出張のため 

京谷 知明 諏訪湖RC訪問のため 

河野 強 仕事のため 

片木 修 仕事のため 

松田 香純 

27日 堺フラワーRC 

27日 大阪千代田RC 

28日 青少年交換報告会歓送会 

京谷 知明 
27日 堺フラワーRC 

27日 大阪千代田RC 

石田 得子 
27日 堺フラワーRC 

27日 大阪千代田RC 

岡田 正一 
27日 堺フラワーRC 

27日 大阪千代田RC 

金谷 昌信 
27日 堺フラワーRC 

27日 大阪千代田RC 

仲峯 豊 

27日 第1回青少年ライラ委員会 

27日 堺フラワーRC 

27日 大阪千代田RC 

濱田 由美 
27日 堺フラワーRC 

27日 大阪千代田RC 

上好 まゆみ 
27日 堺フラワーRC 

27日 大阪千代田RC 

仁木 順子 
27日 堺フラワーRC 

27日 大阪千代田RC 

山本 加容子 
27日 堺フラワーRC 

27日 大阪千代田RC 

山田 真樹 
27日 堺フラワーRC 

27日 大阪千代田RC 

中井 崇嗣 

27日 堺フラワーRC 

27日 大阪千代田RC 

28日 青少年交換報告会歓送会 

内藤 絵梨奈 28日 青少年交換報告会歓送会 

砂原 孝史 
28日 第1回青少年交換会議 

28日 青少年交換報告会歓送会 

松本 美和子 会員 

 久保ガバナー、谷野ガバナー補佐、堀本地区代表 

幹事ようこそ公式訪問においで下さいました。あり 

がとうございます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

山田 真樹 会員 

 久保ガバナー様、公式訪問ありがとうございます。 

健康に留意されすべてのクラブを回られることを心 

より願っています。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

山本 加容子 会員 

 ガバナー久保様、ガバナー補佐谷野様、地区代表 

幹事堀本様、堺フェニックスロータリークラブにお 

越し頂きありがとうございます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

Make-up報告 

田辺 弘樹 18日 RID3550 バンコクRC 

米田 眞理子 
27日 堺フラワーRC 

27日 大阪千代田RC 

中井 昭宏 

27日 堺フラワーRC 

27日 大阪千代田RC 

28日 青少年交換報告会歓送会 



 本日は特に現在進行中のプロジェクトを中心にお
願いいたします。  
 
会員増強・維持委員会委員長 砂原孝史会員 
 RIの報告では、年間10万人の新入会員があるにも
かかわらず、10万人が退会しているというのが現状
です。当クラブでは7月1日付けで１名の入会があり
ました。本年の目標は純増3名です。会員のみなさん
のご協力をお願いします。 
 
クラブ広報・IT委員会委員長 田辺弘樹会員 
週報記事よりホームページへの移行、ロータリーの
広報としての情報提供をしていきます。クラブ会報
委員会と密に連携しホームページを作成し充実して
いきます。 
 
ロータリー情報委員会委員長 石田得子会員 
 RIや地区の考え方、方針に関する情報をいち早く
正確に会員の皆様にお伝えできるように努めます 
 新入会員候補者には堺フェニックスの概要をわか
りやすく説明し、クラブ入会がスムーズに運ぶよう
にします。規定審議会がありましたので変更してい
きます 
 
クラブ管理運営委員会委員長 岡田正一会員 
 気くばり、心くばりで笑顔の輪を目標に、地区行
事に積極的に参加する事も、クラブ奉仕であるとい
う事を認識し、クラブ、地区との親睦を図る 
 新入会員歓迎会の継続実施と推薦者による親切な
アフターフォローをお願いしていきたいと思います 
  
クラブ会報委員会委員長 中井崇嗣会員 
 会員の皆様の活動が伝わる会報の作成をし、毎例
会ごとの会報（週報）の発行、１年間のクラブの記
録（文章・写真）をわかりやすく伝え、管理するよ
うに努めます。 
 
奉仕プロジェクト委員長 米田眞理子会員 
 奉仕プロジェクト委員会は、地区の組閣とあわせ
て今年度は奉仕委員会（職業奉仕 社会奉仕 国際
奉仕）と青少年奉仕委員会から成り立っています。 
 奉仕プロジェクトは①測定可能な結果を伴う、現
実的で具体的な目標が定められている。②特定され
たニーズに取り組む。③奉仕を受ける人々の能力も
取り入れる。④全参加者の貢献が大切であることを
認識する。⑤使用可能なリソースを効果的に活用す
る。⑥今後の奉仕プロジェクトに役立つネットワー
クを築く。以上を目標にしております。 
 奉仕委員会ならびに青少年奉仕委員会の活動方
針・活動計画はアッセンブリー資料に記載のとおり
であります。 
  

今年度、既に手がけている社会奉仕事業があります。
既に理事会で報告しましたように、我クラブ１０周
年事業で寄贈した船を大型化するために、廃船と
なった小型船舶を再度手を入れていただいて、諏訪
湖RCへ寄贈することが進んでおります。諏訪湖RC様
から諏訪湖を美しくする目的で活用していただくこ
とになりました。諏訪湖RC様へは久保ガバナーがエ
レクト時代に同行していただいたクラブでもありま
す。本日２５日に堺を出発し深夜に届けれる予定で
す。（後日確認しましたら届いておりました）全国
的な社会奉仕活動として中井会長年度の奉仕プロ
ジェクトのスタートになればと思います。８月下旬
に贈呈式に会長幹事他が参加する予定です。 
 
ロータリー財団委員会委員長 小野晃範会員 
〝Doing Good in the World〞  「世界でよいことを
しよう」ロータリー財団の使命は、ロータリアンが
人々の健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧
困を救済することを通じ、世界理解、親善、平和を
達成できるようにすることです。 
 今年度のロータリー財団への寄付として年次寄付
を１人当たりUS 200ドル以上を目標としています。
ご協力をよろしくお願いします。 
 今年度から「未来の夢計画」（Future Vision）が
開始されます。当クラブはすでに申請済みです。 
 
米山記念奨学委員会委員長 片岡富美子会員 
 米山記念奨学事業の使命は『将来、日本と世界と
を結ぶ懸け橋となって国際社会で活躍し、ロータ
リー運動の良き理解者となる人材を育成すること』
です。そのためにクラブ員一丸となり支援する 
 今年度はシュウ ブンさんを当クラブが米山世話
クラブとして支援しますご協力よろしくお願いしま
す。石田得子会員が米山カウンセラー中心になって
活動されますので、みなさんサポートをお願いしま
す。 
 米山記念奨学会への寄付 １人当たり 普通寄付
6.000円 特別寄付14.000円に会員のみなさまが協力
して頂けるように情報を提供する  
 
SAA・出席委員会委員長 松本美和子会員 
 秩序ある例会を、会長方針でもある、お互いを尊
重していける例会運営を心がける 
 ロータリーの多様性を理解でき、そして楽しめる
例会作りを行う 
 
プログラム委員会委員長 中田 聡会員 
 各委員会との連携を密にし、出席して満足できる
例会になる様、楽しいプログラム作りに取り組んで
いきたい。会員皆様のご協力を宜しくお願い致しま
す。 
 
クラブ研修リーダー委員長 中井崇嗣会員 
 クラブを活性化する為に堺フェニックス勉強会を
継続する。会員の皆様と協力しロータリーを学ぶ為、
堺フェニックス勉強会を年8回実施予定 
 



2012-2013年度派遣留学生報告会および 
2013-2014年度派遣候補生歓送会に参加して 
 
前青少年交換カウンセラー 内藤絵梨奈 
 
  
 高瀬 梨紗さんは帰国されてから、当クラブでも
派遣先のオーストラリアでの1年間について卓話を
してくださいましたが、今回のスピーチは終始英語
で話されていました。 
 
 彼女は貴重な1年間の様子を会場にいる次の派遣
候補生やホストファミリー、カウンセラーの方に
しっかりと伝えている事が確認できました。 
 
 日本の、そしてロータリーの小さな親善大使とし
ての役割を果たされ、彼女自身も人間としてひとま
わりもふたまわりも大きく、輝かしい成長をとげら
れていることを本当にうれしく思います。 
 
 彼女の1年間の成長の過程を目の当たりにされた
次の候補生は、期待と希望を胸に旅立ちへ向けて準
備をされるでしょう。 
 
 この貴重な経験は彼女自身の今後の人生の糧とな
り、ロータリーの発展のために貢献していただける
ことになるだろうと確信いたしました。 
 
 今後は2640ROTEXの活動を実施し、自身の経験を
生かして交換留学生やホストファミリーの相談支援
などの活動をされるとのことです。 
 
 今後のご活躍も期待しております。  

青少年交換委員会 
            砂原 孝史 
 
 去る7月28日（日）に２０１２－１３年度青少年 
交換派遣留学生の報告会および２０１３－１４年度
青少年交換派遣候補生の歓送会をりんくう国際物流
センターにて行いました。久保ガバナーを初め、堺
フェニックスからは、中井昭宏会長、松田香純幹事、
内藤絵梨奈前青少年交換クラブカウンセラー、中井
崇嗣会員とともに出席させていただきました。 
 
 まず初めの２０１２－１３年度の帰国学生の報告
会では、当クラブから派遣の高瀬莉沙さんの英語で
の報告（当クラブの例会でも日本語でやっていただ
きましたが）を皮きりに、計5名のひとまわり成長
して帰ってきた帰国学生の報告会が行われました。 
  
 その後、前帰国学生により構成されているROTEX
活動の紹介、そして２０１３－14年度青少年交換派
遣候補生の歓送会が行われました。 
  
 歓送会では、これから大使として旅立って行く派
遣候補生、計6名個々による抱負を述べるスピーチ
が行われました。まだまだ、あどけなさが残る高校
生。不安もあるでしょうが、それ以上に若者の夢と
希望をひしひしと感じさせられました。ロータリー
そして日本の大使として立派に成長して帰って来て
くれる事は間違いないとも確信しました。 
  
 そして最後、中井昭宏会長による講評、閉会の言
葉、久保ガバナーによる閉会宣言では派遣候補生達
に向けて、強く熱いメッセージを伝えておられまし
た。 


