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第７７4 回  ２０１３－２０１４年度  第８回目 

８月２９日 １８時３０分 茶房 カオル 

開会点鐘 会 長 中井 昭宏 

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 

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 

クラブフォーラム 青少年奉仕 
     内藤 絵梨奈 委員長 

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  

９月５日 辻ガバナーエレクトが来られます 

青少年奉仕のための月間は多くの 
ゲストが来られます。クラブ員の 
みなさまの出席をお願いします 

ロータリーのしくみ 
  ロータリーは3本の柱で支えられています。 
 
ロータリークラブ：世界各地のクラブは、それ
ぞれ地元の地域社会に根ざして活動しています。
クラブ会員（通称ロータリアン）は、交流やボ
ランティア活動を通じて、視野を広げ、会員同
士の友情や地域社会との絆を築いています。 
 
国際ロータリー：クラブでの草の根の活動に加
え、ロータリーでは、プログラムやキャンペー
ンなどが世界中で行われています。国際ロータ
リーは、これらの取り組みをサポートするため
に、情報、方針、リソースなどをクラブに提供
しています。 
 
ロータリー財団：クラブによる奉仕プロジェク
トは、会員やそのほかの支援者の皆さまからの
温かいご寄付によって支えられています。非営
利団体であるロータリー財団は、この資金を管
理し、補助金として有効に活用しています。 
 
新しいRIホームページより 



茶房 カオル 
本日はみなさんで、茶房カオルさんのサンドイッチ 
を頂きました 



 
 本日は会員増強に関してお話をしたいと思います 
昨年は作次作戦といわれ会員候補者がいれば、その
地域のロータリークラブに紹介していこうとプロ 
ジェクトが行われていました。 
 
 前回の例会でもお話しましたがRIのホームページ
がロータリアン用と一般用に刷新されます。その中
で昨年同様に地域のクラブに紹介されます。そのた
めには当クラブのホームページの充実が欠かせない
ものとなってきました。そして会員のみなさんがど
れだけロータリーについて理解され思いを語れるか
になると思います。この会員増強月間において友人
にロータリーについて話をされた方はおられますか 
 
 砂原会員が挙手されました。みなさんも誰か１人
にロータリーについてお話頂き、ぜひクラブに御越 
し頂ければと思っております。 
 
 昨年度の会員増強委員長の内藤会員が作成された
簡単に見れるチラシを希望の会員様にお渡しします
ので、ぜひ周りの方でロータリアンに相応しい方が 
おられましたらご紹介下さい。 
 
 先日、ロータリーに入っておられない経営者の
方々とお話をする機会がありました。その中で、
ロータリーに入ったらと勧誘をしに来るが、会員が
少ないので、会員を増やしたいからロータリーに入
会してくれと頼んでくる。これはおかしな勧誘です
よね。本来、その人にロータリーに入ってほしいか
ら、友に活動してほしいから、入会してほしいんで 
すよね。 
  
 みなさんは勧誘されるときに、どのような言葉を
発せられますか。一度考えて、そして行動して下さ 
い。よろしくお願いします。 
  

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

 
 本日クラブ会費入金いただきました会員様、前
年度に財団に寄附された方には領収書を発行致し
ております。ご確認下さい。また、入金したのに
ないお手元にない会員様、誤字脱字等不備があれ
ば私までご連絡くださいますようお願い申し上げ 
ます。 
 
 米山寄付報告、地区大会の案内、地区大会記念ゴ
ルフ大会の案内を回覧しております。参加される 
方はご記入お願いいたします。 
 
近隣クラブ 
堺泉ヶ丘RC 
 8月27日 TOHOシネマズ泉北「夏の映画例会」 
 
 
 理事役員の方にお知らせ致します。 
 9月5日理事役員会を17時30分よりホテル第一堺 
にて開催致します。 
 
 残暑厳しいですが、体調崩さないよう皆様お体ご 
自愛ください。 
 

 RIのホームページが変わりました。 
再度会員アクセスを行ってください。 
パスワードの再設定が必要になりま 
す。 



インターアクトクラブ国際交流親睦会のご案内 
 
 ２０１３年～２０１４年度インターアクトクラブ
の国際交流親睦会を開催いたします。今回は，精華
高校・賢明学院中高・帝塚山学院泉ヶ丘中高がホス
ト校を協力し、努めます。韓国の文化・遊びなどに
理解を深めるための取り組みになっています。ご参
加の程よろしくお願いいたします。 
 
１．日時：２０１３年９月８日 日曜日 
      
     １０：００ 登録開始 
     １０：３０ 開 会 式      
     １１：００ 「夢舞・建国プクノリ」 
           建国中学・高校伝統芸術部 
 
     昼 食（食堂または屋外） 
 
     １３：１０ チュギハッキョ 
           堺市在日外国人教育研究会 
   
     １５：３０ 閉 会 式 
 
２．場所： 桃山学院大学 カンタベリーホール 
    （当日学生が案内の為待機しております） 
 

〒594-1198 大阪府和泉市まなび野１番１号 
ＴＥＬ ０７２５－５４－３２４５ 

泉北高速 和泉中央駅下車 徒歩１２分 
 
３．登  録  料：  ロータリアン ５,０００円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

チュギハッキョ(韓国の文化と遊びの体験)  
 堺市在日外国人教育研究会(事務局は堺市立少林
寺小学校内)の先生方の全面協力を得まして，チョ
ゴリの着付け，ハングル入門，チャング(太鼓)や歌
の体験のほか，チェギ(羽蹴り)やトゥホ(矢を壺に
投げる)などの体を使う遊びなどを体験します。こ
れは，堺市内の小学校で上の研究会が毎年実践され
ている活動を，中高生向きにアレンジしたものです。
昼食時の班で動きます。顧問やロータリアンも生徒
班と一緒に動く予定です。(顧問・ロータリアンな
どの大人には，控室も用意しています。) 
 Ａグループ(1～4班)，Ｂグループ(5～8班)，Ｃグ
ループ(9～12班)に分かれて，ローテーションで移
動しながら体験する予定です。 
 
駐車場 
 当日は全体で50台分の駐車スペースを確保してい
ます。受付が10時からですので，車でお越しの方は，
9時45分～10時15分に，正門守衛室前にお越しくだ
さい。精華高校の小西先生とインターアクターが誘
導・案内いたします。 
 
 
 ローターアクト地区行事「全国統一アクトの日」
のご案内 
  
 ２０１３年～２０１４年度のローターアクト地区
行事「全国統一アクトの日」を開催いたします。今
回はフォーラム形式で行い、活動予定や目標、様々
な問題点や考えなどを共有し、皆が有意義に活動出
来る様にしたく考えています。今期は、低迷してい
る当地区ローターアクトの立て直しが最重要課題で
す。アクターだけでは乗り切れない問題が山積です。
大勢のロータリアンの関与で、当地区ローターアク
トの再生が図られると思います。皆様の更なる力を
お貸し下さい。ご参加を、心よりお待ち申し上げま
す。 
 
１．日時：２０１３年９月８日 日曜日 
 
１３：３０ 登録開始 
１４：００ 開会点鐘      
１４：００～１４：２０   開会式 
１４：３０～１６：３０   部門別フォーラム   
１６：４０～１７：００   閉会式 
１７：００ 閉会点鐘 
１７：１５～１９：１５   懇親会 
 
２．場所： 南海グリル 天兆閣別館4F ローズの間 

大阪府堺市堺区車之町西2-1-30  
TEL 072-222-0127  FAX 072-238-1140 

 
３．登  録  料： ロータリアン ６,０００円  
(フォーラムのみ参加 １，０００円) 
 



国際奉仕とは何ですか。 
 国際理解と親善と平和を推進する。 
 その為に、ロータリアンの間、また一般の人々の 
 間に理解と善意を育む事が、ロータリーの国際奉 
 仕の果たすべき役割です。 
 
 国際奉仕の理念は網領の４番目に「奉仕の理念に
結ばれた事業と専門職務に携わる人の世界的親交 
によって、国際間の理解と親善と平和を推進する
事。」と記されております。 
 網領の意味を解釈すると、国家、宗教、思想など
の様々な要素が入り混じって現実には１つとはいえ
ない世界を、ロータリアンの友情に基づいた相互理
解によって１つのものにして恒久の世界平和を目指
すところにあるわけです。 
 ですから、国際奉仕のプログラムで重要なことは
ロータリー友情交換、青少年交換、フェローシップ 
国際大会への参加、海外姉妹クラブとの交流などが
最も大切だといえます。 
 異なる文化、国々を理解するという意味で、国際
奉仕活動は当初、各種交換事業からスタートした経
緯も網領に照らし合わせれば理解できると思われま
す。 
 1960年代には開発途上国での飢餓、貧困、疾病な
どの問題がクローズアップされ、これにより地域紛
争が起こり結果として世界平和を阻害するという考
え方から、これに対処する人道的な救済活動を国際
奉仕に含めることとなりました。 
 世界社会奉と称されるこの活動については当初は、
技術供与やマンパワーの提供のみでなかなか効果の
上がらない活動でありましたが1967年より、財政的
援助を加えた現在のWCS活動となり様々なプロジェク
トが実現できるようになりました。 
 WCSによる人道的支援活動は、井戸事業とか飢餓救
済、図書支援、学校や病院のインフラ整備等比較的
大規模な事業が展開されることが近年多くなってき
ております。 

また、その様な要請にはクラブ、地区レベルで資材
や資金を提供し対処しております。 
 ロータリーを単に奉仕団体と考えるならば、この
ような活動はもちろん大切ですが我々は要請に応じ
ただ単に金銭を送るだけでなく、何とか時間と旅費
をやりくりして実際に現地に出向き作業に参加する
事が大切だと考えたく思います。 
 その行為は、プロジェクトの恩恵が及ぶのは現地
で困難を抱える人々のみならず、事業に参加した自
分たちであることが実感できます。自分たちの協力
によって救われる人達の喜び、笑顔を見るとき「奉
仕の実践」に参加したロータリアンにも大きな喜び
が与えられるからです。 
 ２１世紀はボーダレス社会と言われ、インター
ネットの普及により、世界各国で起こってることが 
リアルタイムで情報として発信されております。 
ボーダレスとはその言葉通り、国境の無い世界です
から地球全体をコミュニティとして考えなければい
けません。そう考えるならば、人道的な奉仕活動と
絵画の交流は今後益々重点的分野となって当然であ
ると思うわけです。 
 

 次に我がクラブが行なってきたプロジェクトを振
り返ってみましょう。 

・ポリオ根絶と地域の免疫に関する支援 

 会員皆様のポリオプラスへの寄付。インドでのＮ 

 ＩＤＳへの参加。 

・環境保護 

 フィリピンでのマングローブの苗木の植林活動。 

・水質保全・改善に関する支援 

 ルンピニＲＣとの水浄化プロジェクト 

・飢餓問題に関する支援 

・青少年指導育成に関する支援 

 ライラセミナーへの積極的参加。 

・ロータアクト・インターアクトの設立と支援 

 初芝立命館ＩＡＣの設立 

・プロジェクトで他の奉仕団体との共同活動 

 医療セミナーやアート展などの後援 

・一般的なプロジェクトで他のRCとの共同活動 

 内川、土居川清掃活動や近隣ＲＣとの合同奉仕活 

 動 

・学力向上に関する支援 

 タイにおける図書支援 

・災害援助プロジェクト 

 東日本大震災への支援活動や紀南地区台風洪水被 

 害の支援 

  

 その他数多くの奉仕活動を行ないました。時間の
関係上すべてをご紹介できませんが 
 

 皆様思い出していただけたでしょうか？ 

 今年度、中井会長は更なる奉仕活動の構築と実行
に力を注がれております。 

 皆様の思いと同様に私も微力ながらお手伝いをし
たいと考えております。 

 



大阪西RC 林 博明様 

残暑御見舞い申し上げます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

中井 昭宏 会長 

ひさびさの茶房カオルさんでの例会です。サンド
イッチいかがでしたか。本日は林様ようこそ堺フェ
ニックスへお越し下さいました。中野奉仕委員長様
クラブフォーラムありがとうございました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

石田 得子 直前会長 

この暑さの中体重の変化ないのが不思議です。中野
会員本日の卓話よろしくお願いします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

小野 晃範 会員 

中野会員本日は良いフォーラムありがとうございま
した。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

松本 美和子 会員 

連日の暑さの中皆様おかわりございませんか。中野
様本日のフォーラムよろしくお願いします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

松田 香純 幹事 

林様ようこそ堺フェニックスロータリークラブへお
越しくださいました。久しぶりにカオルさんでの例
会です。本日はカオルさんのミックスサンドウィッ
チおいしくいただきました。ごちそうさまでした。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

にこにこ報告 

在籍者   ３２名 出席者   １９名 

出席計算会員３１名  欠席者   １２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 
     ８３．８７％ 

出席率 
    ６４．５２％ 

欠席報告（8月22日） 

出席報告 

犬伏 幸代 診療のため 

上田 俊夫 診療のため Make-up済 

米田 眞理子 出張のため Make-up済 

濱田 由美 仕事のため 

山田 真樹 診療のため 

金谷 昌信 仕事のため 

仁木 順子 仕事のため 

山本 加容子 仕事のため 

片木 修 仕事のため 

田辺 弘樹 

吉川 美幸 

京谷 知明 

Make-up報告 

京谷 知明 21日 堺中RC 

米田眞理子 
23日 米山記念奨学会理事会 

24日 米山梅吉記念館評議委員会 

 ロータリー財団に寄付を寄せている上位10カ国。ラ
ンキングと寄付総額（1,000米ドル単位）、一人あた 
りの平均寄付額が表示されています。 
 
年次寄付上位10位の国・地域 


