
第786回例会 通巻751号 

平成25年11月21日 2013-2014年度Ｎｏ.19 

第７８６回  ２０１３－２０１４年度  第２０回目 

１１月２１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 吉住 哲洋 

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  
インプラントについて 
         上田 俊夫 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  

本日は堺フェニックス勉強会があります。 

「世界ポリオデー」である10月24日、ポリオ撲滅への
注目を高めるために、ロータリーは、「世界ポリオ
デー：歴史に1ページを刻もう（World Polio Day: 
Making History）」と題するイベントを米国シカゴに
て開催しました。ノースウェスタン大学グローバルヘ
ルスセンターの共同主催の下で行われたこのイベント
は、インターネットでも生中継され、世界中のポリオ 
撲滅支援者が視聴しました。 

 
 10月27日、2640地区で開催いたしました地区大会に
てポリオの募金活動において総計は187.221円集まり 
ました。ご協力誠にありがとうございました。 
 なお、当クラブ15名の会員より￥44,000ポリオ・プ
ラスへの御寄付ありました。重ねて御礼申し上げます。 
地区よりロータリー財団への入金も完了いたしました 
事ご報告させていただきます。 
 
  



 
 米山月間が終わりました。多額のご寄付をありが
とうございました。米山功労クラブの感謝状がきて
おります。米山記念奨学片岡委員長のご努力だと感
謝申し上げます。 
 
 次に先月の串本町の台風竜巻被害に対する支援金
のお礼状が串本町長 田嶋勝正様より参りました。 
  
 今日は地区大会で南園先生がロータリーの目的、
指名、価値観といったお話をして下さいました。今
日はリーダーシップの一つの表現の仕方についてお
話をします。本当のリーダーとは、人の上に立つ勝
者ではなく、人の役に立つ勇者である。と云われて
います。ロータリーにとってはとても重要なことで
す。英語の頭文字をとって表現されます。その一つ
をご紹介します。 
【リーダーシップ】 ＬＥＡＤＥＲＳＨＩＰ  
 Ｌ（Love         愛する心）  
 Ｅ（Experience       経験）  
 Ａ（Action         行動力）  
 Ｄ（Direction    運営能力）  
 Ｅ（Education  教育する力）  
 Ｒ（Recreation 創造する力）  
 Ｓ（Service      奉仕の心）  
 Ｈ（Health     健康な身体）  
 Ｉ（Idea       斬新な発想）   
 Ｐ（Personality      個性） 
以前、北中PDGは仰いました。奉仕をする者は行動
が伴うが、できない者は講釈ばかりいう。実際にが
んばっている人をお褒めしたいが、嫉妬する者がい
る。まさにロータリーです。ロータリーの多様性を
学び、ご理解頂き、世界一のクラブに成長していき
たいと思います。 
  
 今月は財団月間です。RI会長Ron D.Burtonはガバ
ナーエレクトの前で寄付をお願いしますと仰いまし
た。どうぞ、みなさま寄付をお願いします。 

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

 
11月ロータリーレートは100円です。 
 
堺東南ロータリークラブ 
平成25年11月21日(木)例会は11月17日(日)千早川
マス釣り場「秋の親睦家族例会」へ移動例会 
 

 
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。 
 

 
 次回の例会後に勉強会を開催いたします。財団
についてです。みんなで闇鍋を行いたいとおもい
ます。各自１品かならずご持参下さい。 
 



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

 社会保険労務士として現在の状況を把握され 
とてもわかりやすいお話でした。 



地区IAC委員長 山崎 規男 様 

 堺フェニックスRC様、いつもお世話になります。 

 

PDG 米田 眞理子 会員 

 京谷様、法務大臣賞表彰おめでとうございます。 

21年の努力がむくわれましたね。11月の御祝（開業 

記念）ありがとうございました。酒井さんの卓話楽 

しみです。 

 

会長 中井 昭宏 会員 

 本日はインターアクト委員長 山崎規男様ようこそ 

堺フェニックスへ。酒井様、本日は卓話ありがとう 

ございます。 

 

上好 まゆみ 会員 

 石田さまからチケットいただきました。私にとっ 

てレベルの高いコンサートでした。ありがとうござ 

います。 

 

金谷 昌信 会員 

 酒井誠会員、本日の卓話楽しみにしています。よ 

ろしくお願いします。 

 

酒井 誠 会員 

 本日はお聞き苦しい卓話で申し訳ありません。 

 

松本 美和子 会員 

 先週、誕生日のお祝いありがとうございました。 

京谷様、今日はネーム入りのボールペン大切に使わ 

させて頂きます。ありがとう。 

 

山本 加容子 会員 

インターアクト委員長 山崎様ようこそお越し下さ 

いましてありがとうございます。酒井様 卓話楽し 

みにしております。 

 

幹事 松田 香純 会員 

インターアクト委員長山崎様、本日はようこそお越 

しくださいました。ポリオ・プラスへのご寄付よろ 

しくおねがいいたします。 

 

にこにこ報告 

在籍者   ３５名 出席者   ２１名 

出席計算会員３４名  欠席者   １３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 
     ８４．３８％ 

出席率 
    ５８．８２％ 

欠席報告（11月14日） 

出席報告 

田辺 弘樹 仕事のため 

石田 得子 旅行のため 

犬伏 幸代 診療のため 

片木 修 仕事のため 

砂原 孝史 社会奉仕のため 

田中 範子 会合のため 

内藤 絵梨奈 仕事のため Make-up済 

中田 聡 新婚旅行のため 

仁木 順子 仕事のため 

濱田 由美 仕事のため 

山田 真樹 仕事のため Make-up済 

吉住 哲洋 仕事のため Make-up済 

吉川 美幸 

Make-up報告 

京谷 知明 31日 堺東南RC 

金谷 昌信 31日 堺東南RC 

山田 真樹 11日 東京米山REC2750 

内藤絵梨奈 18日 泉州KUMATORI-REC 

中井 昭宏 18日 東京米山REC2750 

吉住 哲洋 20日 東京米山REC2750 



2012-2013年度 RI会長賞 
 
2012-2013年度 RI超我の奉仕賞 
         米田 眞理子 
 
2012-2013年度 RIﾛｰﾀﾘｱﾝ配偶者/ﾊﾟｰﾄﾅｰ奉仕功労賞 
         上田 興子（受賞者の配偶者 上田俊夫） 
 
2012-2013年度 RI職業奉仕ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ賞 
         中井 昭宏 

2012-2013年度 ﾛｰﾀﾘｰ財団一人あたり年次寄付上位３クラブ 
 
2012-2013年度 ﾛｰﾀﾘｰ財団ﾒｼﾞｬｰﾄﾞﾅｰ認証者 
         米田 眞理子 
 
2012-2013年度 ﾛｰﾀﾘｰ財団寄付者 中野 一郎（PHF) 松田 香純（PHF) 
                辻野美智子（PHE) 松本美和子（PHF) 
                上田 俊夫（５） 小野 晃範（10） 
                中井 昭宏（４） 岡田 正一（３） 
                石田 得子（３） 
 

2012-2013年度 米山寄付総額上位５クラブ 
 
2012-2013年度 米山個人平均寄付額上位５クラブ 
 
2012-2013年度 米山功労クラブ 
 
2012-2013年度 米山功労者    犬伏 幸代（３） 田中 範子（３） 
                岡田 正一（４） 吉川 美幸（５） 
                上田 俊夫（８） 米田眞理子（20） 

2012-2013年度 会員増強目標達成賞 
 
2012-2013年度 会員増強優秀クラブ賞（純増３以上） 



2013年11月14日 

国際ロータリー第2640地区  

 各ロータリークラブ 会長様 

国際ロータリー第2640地区 

ガバナー 久保治雄 

Peace絆復興支援委員長 猿田 慎男 

Peace絆復興支援副委員長 中井 昭宏 

  

フィリピン台風被害支援ご協力のお願い 

拝啓、深秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

先日の地区大会では東日本災害義援金の募金箱にご寄付していただきありがとうございました。

おかげさまで総額92,210円のご協力を頂きました。復興支援金として、有意義に活用させていた

だきます。 

さて、皆様方も、テレビ・新聞のニュースでご存知の通り、フィリピン共和国での台風被害は凄

まじい様相が連日、伝わって来ております。我々、国際ロータリー第2640地区「Peace絆 復興

支援委員会」といたしましたも、多少なりともフィリピン共和国に対して、支援活動を行いたく

思っておりますので、義援金の受付をさせていただきます。各クラブ単位でご送金いただければ

幸甚に存じます。  

ご送金とともに、別紙にご記入いただき、ガバナー事務所へFAXまたはメールにて送付ください。 

尚、国際ロータリー第2640地区でフィリピン国内に姉妹クラブ、又友好クラブのあるクラブ様は、

お申し出頂けましたら幸いです。 

敬具 

記 
  

現時点での台風３０号（ハイエン）被害状況 

フィリピンを襲った台風30号は6つの島を直撃し、中心気圧８９５ヘクトパスカル、中心付近の最

大風速６５メートルと、今年発生した中で最も勢力が強く、大気の流れやコースなどの要因も重

なり被害が拡大しました。 

フィリピンの国家災害対策本部は１３日、死者数が１８３３人に上ったと発表した。 

最終的な犠牲者数は「２０００人から２５００人になりそうだ」との見通しを示しています。 

 

振込明細送付先 

国際ロータリー第2640地区 

ガバナー事務所 宛 

Ｅ－Ｍａｉｌ kubo-2013@rid2640g.org 

ＦＡＸ   ０７２－４３７－２６５０ 


