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１１月７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 堺フェニックスRCの歌 

お客様紹介 親睦委員会委員 吉住 哲洋 

インターアクト委員長 山崎 規男様  

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 ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長 小野 晃範 

研修リーダー 中井 崇嗣 

卓話 社会保障・税一体改革の 
       基本的な考え方 
          酒井 誠 会員    

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  

堺から諏訪湖へ 

フェニックスⅡ号 



 
 こんばんは。本日は地区大会のご報告をさせて頂
きます。 
 
 大会１日目は、多くの出来事がありましたが、国
際ロータリー第2530地区から東日本大震災時のガバ
ナー大橋廣冶様がお越しくださいました。まず、一
番に当クラブの米田眞理子会員への感謝の言葉から
始まりました。そして堺フェニックスへの感謝の言
葉と、その当時の当地区のとった行動が福島のみな
さまにとって命を守るために必要な救援物資が一番
に搬送されたと、これがロータリーだと語ってくだ
さいました。 
 
 指導者養成セミナーでは元RI理事の南園先生が今
回はロータリーの目的、使命についてお話がありま
した。ロータリーにとって親睦をゴルフや飲み会だ
というロータリアンがまだいます。ロータリーの親
睦とはネットワークこそが親睦です。 
 ロータリーは、地球の人々の生活を改善したいと
云う情熱を、社会に役立つ活動に注いでいる献身的
な人々の世界的なネットワークである。すばらしい
お話でした。 
 
 RI会長代理晩餐会では、当クラブから米田眞理子
PDG、山田真樹会員、松田香純幹事が着物姿で登場
し会場を盛り上げていました。和やかなムードの晩
餐会でした。 
 
 大会２日目は、新世代・青少年部門の活躍が参加
された会員様の目には留まったはずです。今回のポ
リオ、東日本大震災の募金活動は多額の寄付があり
ました。これまでで一番集まりました。 
 
 地区大会のコホストクラブとしてお手伝い頂きま
した会員のみなさまに深く感謝いたします。ありが
とうございました。 
 

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

 
11月ロータリーレートは100円です。 
 
 
堺泉ヶ丘ロータリークラブ 
平成25年11月19日(火)例会は11月10日(日)西原公
園グランド「第16回南区域ふれあい祭り」へ移動
例会 
 
堺清陵ロータリークラブ 
平成25年11月14日(木)例会は11月10日(日)秋季親
睦家族会「人と防災未来センター」見学他、神戸
北野方面 
 
 

 
 みなさま、こんばんは、米山月間には多額のご
寄付を頂きありがとうございました。 
  
 今期の合計は￥1,939,000円でした。みなさまの
ご協力に感謝いたします。2640地区で現在１位で
す。 
 まだまだ受け付けております。特別寄付14000円
に満たない方は、どうぞよろしくおねがいします。 
 



 
 みなさま、こんばんは、今月は財団月間です。 
ご寄付をお願いいたします。 
 クラブ目標は 
    ポリオ寄付 10.000円 
     年次寄付 20.000円 
をご協力頂きたいと思います。財団寄付はロータ
リーにとって一番重要なことです。ご理解頂き、 
ご寄付いただきますようよろしくお願いします。 
 

米田 眞理子 第30回 米山功労者メジャードナー 

上好 まゆみ 第1回 米山功労者 

松本 美和子 第1回 米山功労者 

松田 香純 第1回 米山功労者 

中井 昭宏 第2回 米山功労者マルチプル 

京谷 知明 第3回 米山功労者マルチプル 

新入会式 

米山功労者 

みんなのお祝い 

米山奨学金授与 

結婚のお祝い 
 

 中田 聡会員 

宮前美穂子会員 
 
職業分類  
着物着付け講師 
 

村尾利一会員 
  
職業分類 
旅行業 



  ロータリー財団委員会 
     委員長 大森 豊 様 

本日は卓話にお呼び頂きまして誠にありがとうござ
います。こちらのクラブで財団のお話をする必要が
無いほどスペシャリストが揃っておられます。また
ご寄付にもパワーがございます。今回は、一般的な
話をさせて頂きます。 
財団は「難しい」「語学力が必要」などと多くの方
が話されます。本当にそうでしょうか。ＲＩと財団
とが共に奉仕の理想を実現させる為に必要なのであ
ります。財団で皆様から頂戴するご寄付は云わば原
動力ガソリンなのであります。 
 さて、新しいロータリー財団について皆様にご理
解を頂きたい事があります。それはR財団の活動だけ
に留まらず、クラブの活性化にご活用頂きたいので
あります。国際ロータリーとロータリー財団とは車
輪の両輪に例えられますが、クラブの活動に財団の
資金をご活用して頂いて、クラブの活性化を図って
頂きたいのであります。 
 国際ロータリーには「戦略計画」というのがござ
います。自らのクラブを再確認して、今後どの様な
奉仕活動に力を入れて行くか。その為にクラブ員が
同じ方向に同じ目的を持って活動を進めて行く。会
員増強が必要ならば会員を増やす事を重点目標とし
て、会員が増えた暁には、どの様な活動を行うの
か・・・。国際奉仕、社会奉仕、ご自分のクラブで
お考えになって頂きたいのです。その為の活動原資
の一助として、ロータリー財団の資金をご活用して
頂きたいと考えます。 
 ロータリー財団にご寄付して頂いた資金の一部は
３年先の活動原資として再び戻ってまいります。ぜ
ひ有効にご活用して頂きたいと存じます。 
  

今年度の地区目標は各人２００ドルであります。国
際ロータリーの世界的ネットワークにその資金が活
用されるだけでなく、自らのクラブにも戻ってくる
非常に効率の良いご寄付であります。１１月はロー
タリー財団月間であります。そんな事を、少しだけ
お考え頂けたら幸いでございます。 
 何卒、宜しくお願い申し上げます。 
 

地区ロータリー財団委員長 高石RC 大森 豊 様 

久し振りの貴クラブでございます。本日は何とぞよ 

ろしくお願い申し上げます 

会長 中井 昭宏 会員 

本日は村尾様、宮前様御入会おめでとうございます。 

大森R財団委員長様、ご卓話ありがとうございます。 

会長エレクト 中井 崇嗣 会員 

村尾様、宮前様ご入会おめでとうございます。これ 

からよろしくお願い致します。大森様、周様ようこ 

そ小林様もお久しぶりです。 

犬伏 幸代 会員 

新入会員の村尾様、宮前様よろしくお願い致します。 

是非楽しいロータリー生活を送ってくださいませ。 

上田 俊夫 会員 

村尾様、宮前様ご入会おめでとうございます。共に 

ロータリーライフを楽しみましょう。家内に誕生祝 

いをいただきました。 

小野 晃範 会員 

村尾様、宮前様ご入会まことにおめでとうございま 

す。本日ロータリー財団の卓話を大森地区財団委員 

長ありがとうございます。会員の皆様どうか財団寄 

附をよろしくお願い申し上げます。 

岡田 正一 会員 

村尾さん宮前さんご入会お目出度う御座います。共 

にロータリーを楽しみましょう。 

片木 修 会員 

“誕生月のお祝い“ありがとうございます。村尾様、 

宮前様、御入会おめでとうございます。御活躍を期 

待しています。 

にこにこ報告 



片岡 富美子 会員 

米山奨学金御寄付頂き有難う御座います。皆様の御 

厚情お礼申し上げます。 

金谷 昌信 会員 

ロータリー財団委員会委員長 大森豊様、本日はご 

苦労様です。又、本日の卓話楽しみにしています。 

よろしくお願いします。 

小林 ゆうじ 会員 

クラブの皆様、大変ご無沙汰致しております。今後 

は可能な限り例会等出席して参りたく存じます。一 

昨日まで府の事業としてベトナム・ホーチミンに 

行ってきました。経済が年々上向きのベトナムにて 

副市長はじめ多数の要人と話させて頂き、今後の大 

阪、堺の景気回復のための多数のヒントを頂きまし 

た。 

猿田 慎男 会員 

堺かるたの件よろしくお願いいたします。新入会員
の方よろしく。 

田中 範子 会員 

入会されたお二人おめでとうございます。ロータ
リーライフをお楽しみください。創業記念日のお祝
いありがとうございました。 

辻野 美智子 会員 

村尾様、宮前様フェニックスRCに御入会おめでとう
ございます。どうぞよろしくお願い致します。 

直前会長 石田 得子 会員 

今日は本当に多勢の例会で嬉しいことです。大森様
本日はよろしくおねがいいたします。村尾様、宮前
様ご入会まことにおめでとうございます。 

内藤 絵梨奈 会員 

村尾様、宮前様ご入会おめでとうございます。大森
様、シュウさん、ご一緒に楽しい時間を過ごして頂
けるよう、よろしくお願い致します。 

中野 一郎 会員 

村尾様、宮前様、今後ともよろしくお願い致します。
大森様、本日卓話楽しみです。 

仲峯 豊 会員 

みなさまこんばんは。地区ロータリー財団委員長の
大森様ようこそおこし下さいました。又、村尾様、
宮前様、御入会おめでとうございます。 

仁木 順子 会員 

新入会員 村尾様 宮前様 入会おめでとうござい
ます。よろしくお願いいたします。大森様 本日は
卓話ありがとうございました。 

にこにこ報告 

在籍者   ３５名 出席者   ３２名 

出席計算会員３４名  欠席者    ２名 

出席免除会員 １名 
（小林） 

免除出席者  １名 

先々週修正出席率 
     ９３．７５％ 

出席率 
    ９４．１２％ 

欠席報告（11月7日） 

出席報告 

田辺 弘樹 仕事のため 

酒井 誠 仕事のため 

濱田 由美 会員 
こんばんは、本日は地区ロータリー財団委員長の大
森様ようこそお越し下さいました。村尾様、宮前様、
御入会おめでとうございます。よろしくお願いしま
す。 
松本 美和子 会員 
お誕生日のお祝い頂戴いたしました。ありがとうご
ざいます。とっくに年齢が体重をこえました。 
山本 加容子 会員 
地区ロータリー財団委員長 大森豊様、シュウブン 
さんようこそおいで下さいました。新入会 村尾さ 
ん宮前さん御入会おめでとうございます。これから
よろしくお願い致します。 
吉川 美幸 会員 
お誕生日のお祝いありがとうございます。村尾様、 
宮前様、御入会おめでとうございます。 
吉住 哲洋 会員 
村尾様、宮前様、ご入会おめでとうございます。大 
森様、本日はようこそお越し頂き誠にありがとうご 
ざいます。 
幹事 松田 香純 会員 
大森ロータリー財団委員長、貴重な卓話ありがとう 
ございます。地区大会ではお世話になりありがとう 
ございました。村尾様、宮前様、ご入会おめでとう 
ございます。インフルエンザ予防接種いたしました。 
痛かったですよー。 


