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第７７６回  ２０１３－２０１４年度  第１０回目 

９月５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 奉仕の理想 

お客様紹介 親睦委員会委員 田辺 弘樹 

TAX泉北  専務取締役  吉原 進 様 

大阪グローバル 監督  長 秀一  様 

大阪ｻﾝﾀﾌｪｸﾗﾌﾞ  選手 ｶｰﾃｨｽ･ﾄﾑｷﾝｽﾞ様 

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 研修リーダー 中井 崇嗣 

卓話 ソフトボールと奉仕活動 
大阪グローバル 監督  長 秀一  様  

ニコニコ報告 副SAA 仲峯 豊 

出席報告 副SAA 仲峯 豊 

閉会点鐘 会 長  中井 昭宏  

 
次回の例会は初芝立命館高等学校インターアクトクラブの皆
さんが出席されます。インターアクトのバッチの贈呈式を行
います。 

ロータリーの財務 
 

 インドでポリオをなくすための取り組み。モザンビークの
子どもたちにきれいな水を提供するプロジェクト。どれを
とっても、その資金は、ロータリー会員や一般の方々から
のご寄付によって支えられています。 

 世界中の地域社会で末長い変化をもたらすために私た
ちが行っていることは、ご寄付なしには実現できないことで
す。 

責任あるリーダーとして 
 お寄せいただいたご寄付は、一円も無駄にせず、責任を
もって正しく管理、活用されます。ご寄付の90％近くが、実

際の奉仕活動や教育支援などのために使われます（同種
団体の平均は65％）。 



９月のお祝い 

米山記念奨学生 
奨学金授与 



 
 本日は新世代・青少年のための月間に入り、地区
新世代奉仕委員会委員長でもあり、ガバナーエレク
トの辻 秀和様に卓話をお願いいたしました。後程
多くの新世代・青少年プロジェクトのお話を聞かせ
てることを楽しみにしております。 
 
 今日は先週土曜日に行ってまいりました。諏訪湖
のお話をしたいと思います。 
 
 諏訪湖（すわこ）は、長野県岡谷市、諏訪市、諏
訪郡下諏訪町にまたがる湖。 
 新生代第三紀の終わり頃からの中央高地の隆起活
動と糸魚川静岡構造線の断層運動によって、地殻が
引き裂かれて生じた構造湖（断層湖）である 
 諏訪湖はかつて非常に水質のよい湖であり、江戸
期には琵琶湖や河口湖から蜆が放流され漁業も行わ
れていた。 
 
 しかし、戦後の高度経済成長期にかけて生活排水
などにより湖の富栄養化が進み、水質が悪化した。
1979年（昭和54年）から一部供用開始し1993年（平
成5年）全市町村共用となった流域下水道の整備事
業などや市民による水質改善活動の結果、大幅に水
質が改善されているが、昭和初期の姿を取り戻すま
でには至っていない。 
 
 そのために諏訪湖RCが浄化活動に力を注いでいた 
そこで当クラブの10周年で造船されたフェニックス
号を諏訪湖の浄化のため蘇えらせ贈呈することにな
りました。 
 
 贈呈したフェニックス Ⅱ号は諏訪湖を浄化する 
実行委員会に引き継がれます。 
 
 次はフェニックスⅡ号の有志を皆様と見に行きた
いと思います。  
 

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

 
 交通安全週間にはいるにあたり協力依頼が参っ
ております。本日案内を回覧しております。交通
安全街頭に立っていただくのは当クラブは今回9月
20日金曜日、堺東駅周辺に対して啓発チラシを配
布予定です。朝7時45分堺市役所北側にある市民広
場に集合。終了予定は8時半頃となっております。
少しのお時間でも結構です。多くのクラブ会員様
のご参加、ご協力よろしくお願いします。 
 
 本日地区大会、記念ゴルフ大会参加についての回
覧を再度致しております。コホストクラブでもあ
りますので、できる限り参加していただきますよ
うよろしくお願いいたします。 
 
 会員名簿を本日お配りしております。大変遅くな
り申し訳ありませんでした。お手元に会員名簿が
ない方いらっしゃいましたら私の方までお知らせ
下さい。 
 
 会員証も発行できました方よりお配り致しており
ます。本日お配りできていない会員様には発行出
来次第お渡しする予定でございます。ご不便をお
かけ致しますがよろしくお願いいたします。 
 
 9月のロータリーレートは1ドル100円です。 
 

諏訪湖 



 
 片木年度に提唱しましたインターアクトクラブ
も３年目となりました。みなさまは内容に関して
は知っておられると思いますので予定のみご案内
いたします。 
  
 ２０１３～２０１４年度リーダーシップフォー
ラムを下記の要領で実施する事となりましたので
お知らせいたします。多数ご参加下さいますよう
お願い申し上げます。 
  
１．日  時 
 
 ２０１３年（平成２５年）９月２９日（日）  
                                                  
        登録開始  午前１０時００分                              
        開会式   午前１０時３０分  
               閉会式   午後３時００分予定 
 
２．場  所  
 
  初芝富田林中学校高等学校  
 
〒５８４－００５８  
  大阪府富田林市彼方１８０１ 
     TEL ０７２１－３４－１０１０ 
     FAX ０７２１－３４－１０９０ 
 
３．登 録 料 
 
   ロータリアン  ５,０００円 
 
           
４．スクールバス 
  
 近鉄長野線 滝谷不動駅近くのスクールバス乗り
場から会場までスクールバスを運行します。利用
される方は申し込み書にその旨記載お願いします。 
  
    行き：９：４５～１０：００発   
    帰り：１５：３０頃発 
 
 
  

 
 石田会長年度から始まりました堺フェニックス
勉強会の予定をご案内いたします。 
 
 今年度の第一回目の講師は中井会長の希望もあ
り、地区の研修リーダーでもある米田真理子パス
トガバナーのお願いいたしました。多くの会員の
皆様の参加をお待ちしております。 
 
 講師：米田真理子PDG 
 
 テーマ：ロータリーの基礎知識 
 
 会場：ログハウス 
 
 会場の準備の都合のため参加される方は 
 ９月１３日までに研修リーダー中井もしくは 
 松田幹事までご連絡ください 
 

インターアクト 
 友だちと一緒に、自分の住む地域に役立つボラン
ティア活動をしませんか？「インターアクト」は、12
～18歳までの青少年が集まって、活動するクラブです。 
・インターアクトでできること 
・ボランティア活動に参加する 
・海外の友だちをつくる 
・自分のスキルや能力を伸ばす 
・楽しく活動に参加する 
 インターアクトクラブでは毎年、学校や地域社会の 
ための活動と、国際理解をめざす活動を行います。 
 このような活動を通じて、社会に役立つ活動に参加
できるだけでなく、同年代の参加者どうしで交流を深 
めることができます。 







国際ロータリー第2640地区ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ 辻 秀和様 

よろしくお願いします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

大阪千代田RC 会長 尾羽根 伸幸様 

皆さんお久しぶりです。久しぶりにメーキャップさ 

せていただきます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

岸和田東RC 雪本 孝治様 

本日例会に出席させていただきました。米田理事、 

京谷様、ありがとうございます。小野先生お世話に 

なりました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

米田 眞理子パストガバナー  

辻ガバナーエレクト東京からのGETSを済ませて卓話 

にお越し下さりありがとうございます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

中井 昭宏 会長  

本日は辻ガバナーエレクト様にご無理をお願いし、 

卓話をおひきうけ頂き、誠にありがとうございます。 

感謝です。大阪千代田RC尾羽根様、岸和田東RC雪本 

様、吉岡様、シュウさん本日は堺フェニックスへよ 

うこそおこし頂きました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

石田 得子 直前会長 

やっと一息つける頃になりました。辻ガバナーエレ 

クト様、本日の卓話よろしくお願いいたします。雪 

本様、尾羽根様、お久しぶりにようこそおいで下さ 

いました。吉岡様みんなでお待ちしています。お誕 

生日のお祝いありがとうございます。皆さんお元気 

そうで安心しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

中井 崇嗣 会長エレクト  

辻ガバナーエレクト、雪本様、尾羽根様、吉岡様、 

本日はようこそ堺フェニックスへ。辻様、卓話楽し 

みにしております。よろしくお願い致します。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

犬伏 幸代 会員 

辻ガバナーエレクト様、その他お客様もいらしてく 

ださり、にぎやかな例会となりました。本当にあり 

がとうございました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

にこにこ報告 
上田 俊夫 会員 

辻ガバナーエレクト様、卓話楽しみにしています。 

誕生祝いいただきました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

片岡 富美子 会員 

秋らしく少し涼しくなりました。本日の卓話辻秀和 

ガバナーエレクト様のお話を楽しみにしています。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

片木 修 会員 

辻ガバナーエレクト様、卓話よろしくお願いします。 

雪本様、尾羽根様、お久しぶりです。公務員を卒業 

しささやかな事務所を開設して満21年となりました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

金谷 昌信 会員 

辻秀和ガバナーエレクトご苦労様です。本日の卓話 

楽しみにしています。よろしくお願いします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

田中 範子 会員 

辻ガバナーエレクト様、本日は卓話よろしくお願い 

致します。尾羽根様、雪本様、吉岡様、シューブン 

様ようこそおこしくださいました。ごゆっくりお楽 

しみください。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

辻野 美智子 会員 

辻秀和様、本日はお忙しい中をようこそフェニック 

スロータリークラブへお越し下さいましてありがと 

うございます。卓話しっかりとお聞かせ頂きます。 

よろしくお願い申し上げます。主人の誕生日のお祝 

いを頂戴致しまして誠にありがとうございます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

内藤 絵梨奈 会員 

今日は沢山のお客様に来て頂き、にぎやかな第一例 

会嬉しく思います。今月は青少年月間、辻ガバナー 

エレクト様、卓話楽しみに青少年奉仕委員長として 

も、しっかりと勉強させて頂きます。よろしくお願 

いします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

中野 一郎 会員 

辻ガバナーエレクト様、本日卓話ありがとうござい 

ます。たくさんのお客様御来話ありがとうございま 

す。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

仲峯 豊 会員 

こんばんは、本日は辻ガバナーエレクト、雪本様、 

尾羽根様、吉岡様、よくお越し下さいました。あり 

がとうございます。 

 



在籍者   ３２名 出席者   ２５名 

出席計算会員３１名  欠席者   １０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 
     ９３．５５％ 

出席率 
    ７７．４２％ 

欠席報告（9月5日） 

出席報告 

吉川 美幸 仕事のため 

猿田 慎男 

Make-up報告 

中田 聡 6日 泉州KUMATORI-REC 

中井 昭宏 8日 インターアクト国際交流会 

松田 香純 8日 インターアクト国際交流会 

石田 得子 8日 インターアクト国際交流会 

松本 美和子 8日 インターアクト国際交流会 

岡田 正一 8日 インターアクト国際交流会 

中井 昭宏 8日 ローターアクトの日 

松田 香純 8日 ローターアクトの日 

仁木 順子 会員 

辻秀和ガバナーエレクト様、本日は卓話ありがとう 

ございました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

濱田 由美 会員 

本日は辻ガバナーエレクト、雪本様、尾羽根様、吉 

岡様、よくおこし下さいました。ゆっくりと例会を 

楽しんで下さい。ありがとうございました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

松本 美和子 会員 

辻ガバナーエレクト、雪本様、尾羽根様、吉岡様 

、ようこそおいでくださいました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

山田 真樹 会員 

辻ガバナーエレクト、本日は卓話にお越しいただい 

てありがとうございます。宜しくお願い致します。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

山本 加容子 会員 

辻ガバナーエレクト様の卓話楽しみにしています。 

本日はたくさんのお客様にお越し頂きましてありが 

とうございます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

松田 香純 幹事  

辻ガバナーエレクト、雪本様、尾羽根様、吉岡様よ 

うこそお越しくださいました。娘の誕生日記念、創 

立記念日のお祝いいただきありがとうございます。 

 ロータリーロイヤルブルーとロータリーゴール
ドを使ったフルカラーのロゴが、ロータリーの正
式なロゴであり、使用が推奨されています。デ
ジタルメディアの画面や印刷資料をつくる際に 
は、必ずこのロゴをご使用ください。 

 濃い背景色の場合には、反転でロゴを複製
することもできます。反転には、ホワイトとロー
タリーゴールドの2色によるフルカラーバージョ 
ンと、ホワイトのみのバージョンがあります。 





 

インターアクト国際交流会 
                 松田 香純 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013年9月8日に桃山学院大学カンタベリーホー
ルにて国際交流会が開催されました。当クラブか
らは中井会長、石田直前会長、岡田会員、松本会
員と私が参加いたしました。今回は建国高校の夢
舞が披露され演舞の素晴らしさに感動いたしまし
た。 

 

全国統一アクトの日に参加 
                 中井 昭宏 
 
 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」が南海グリル 天兆 
閣別館4F ローズの間にて開催されました。 
 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 
活動出来る様に班別にて行われました。 
 坂東委員長より今期は、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。１４に開会点鐘で始まりました 
  
 ロータアクトに関するクイズがりました。 
1960年代に入って、世界中の青少年が共に活動で
きるような組織を作ろう、という機運が高まりま
した。1962ねん、国際ロータリー（RI)理事会によ
り、まず（ ① ）プログラムが宣言され、①ク
ラブが次々と世界各地に創立していきます。しか
し、①は14歳～18歳の高校生の年代が対象で、卒
後とどうじに会員資格が失効。これを継続するも
のとして、1968年1月に、当時のルーサーH・ホッ
ジスRI会長によりローターアクト構想がうちださ
れました。1968年、RI理事会は初めてRACの発足を
認証。世界初のRACはアメリカ・ノースカロライナ
州ノースシャーロットRCの提唱により1968年3月13 
日に結成されました。 
 ローターアクトとは（ ② ）～（ ③ ）歳
の若年成人を対象に、奉仕の志向する市民と指導
者を育成するために（ ④ ）が提唱する世界的 
な団体です。 
 ローターアクトとは（ ⑤ ）と（ ⑥ ）を 
合わせた言葉です。 
 日本で初めてのRACは（ ⑦ ）県（ ⑧ ） 
RACです。 
 ローターアクトの目標は、職業及び（ ⑨ ）
技能を養成する。個人の（ ⑩ ）を認めるとい
う基本に基づき、他人の（ ⑪ ）を尊重するよ 
う強調する。などがあります。解答は次号に掲載 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


