
第788回例会 通巻753号 

平成25年12月5日 2013-2014年度Ｎｏ.21 

第７８８回  ２０１３－２０１４年度  第２２回目 

１２月５日 １８時３０分 ホテル第一堺 

開会点鐘 会 長 中井 昭宏 

国歌斉唱 君が代 

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 吉住 哲洋 

米山記念奨学生 シュウブン様 

記念日のお祝い 

米山記念奨学金授与 片岡富美子 

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 

青少年奉仕委員 砂原 孝史 

親睦委員会長 田辺 弘樹 

年次総会   

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  

１２月の例会予定 

５日（木） １８時３０分 ホテル第一堺 

年次総会 

８日（日） ８時３０分 大阪府立堺西高等学校 

堺の小学生にソフトボールプロジェクト 

１４日（土） １９時３０分 ホテルニューオータニ 

クリスマス例会 

１９日（木） １８時３０分 茶房 カオル 

上半期報告会 



 
 国際ロータリー第2520地区のPDG 伊藤 大亜様
より頂いたお手紙を本日はご紹介したいと思います。 
 
 当地区が震災当時に米田ガバナー（当時）が支援
物資を届けた地域のPDGです。 
 
 少し落ち着きを取り戻しつつある今日この頃です
が、未だに進まない復興計画に、仮設住宅でその日
暮らしの被災者の方々は益々混迷の度を強めており
ます。 
 
 震災の直後は多くのボランティアに埋め尽くされ
た現地も今は殆ど人のいない荒野原と化してしまい
ました。 
 ここに住んでいた人々は今何処で、どんな生活を
しているのだろうかと思いを馳せるのみの現地です。 
人道的奉仕・教育的奉仕、そして環境保全を前面に
活動を続けているロータリアンにとって今こそ世の
為・人の為になる行動を求められております。 
 
「今ロータリアンは何を成すべきか」を真剣に考え
るときであります。私共は世界中の同志に問いかけ、
行動を起こしている被災地区（2520地区）より立ち
上がったプロジェクトチームです。私達の行動をく
れぐれも宜しくご支援頂きたく存じます。 
 
 私は震災の１年後に2520地区を訪ねました。何も
変わらない状況に驚きました。どうかみなさまの御
支援をお願いします。 
 
 
 

本当の復興は 
    これからです 
 
 

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

 
 第6回理事役員会を12月5日(木)17時よりホテル
第一堺 2階にて開催いたします。理事役員の皆さ
ま師走のお忙しいところ申し上げありませんがよ 
ろしくお願いします。 
 
 12月1日(日)堺かるた大会の予行が金岡南小学校
にて10時からあります。お時間のある方はどうぞ 
お手伝いよろしくお願い申し上げます。 
 
 12月12日(木)の例会は12月8日(日)ソフトボール
教室プロジェクト、場所:大阪府立堺西高等学校。
時間:8時半〜です。なお、12日(木)は例会はあり 
ません。 

 
 回覧にて12月14日(土)はクリスマス例会、場所ホ
テルニューオータニ大阪。時間19時半〜です。出 
欠を記入お願いいたします。 
 
 
例会変更 
堺泉ヶ丘ロータリークラブ 
 平成25年12月17日(火)例会は12月21日(土)スイ 
 スホテル南海大阪『クリスマス家族例会』 
 
堺東南ロータリークラブ 
 平成25年12月19(木)例会は同日18時からサンパ 
 レス『クリスマス家族例会』 
 平成25年12月26日(木)例会は定款第6条第1節に 
 より休会 
 
堺清陵ロータリークラブ 
 平成25年12月19日(木)例会は12月26日、岸和田 
 五風荘『忘年親睦家族会』 
 平成26年12月26日(木)例会は定款第6条第1節に 
 より休会 
 
 



 
 みなさん、多額のご寄付ありがとうございます。
現在１９名の会員の方が寄付をして下さっていま
す。クラブ目標は、ポリオ寄付 10.000円 年次
寄付 10.000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。１２月も引き続き寄付を受け付けて 
おります。 
 

 
 12月8日(日)例会は、堺市の小学生に大阪グロー
バルプロチームによるソフトボール教室プロジェ 
クトとなっております。 
   
  場所:大阪府立堺西高等学校。 
              時間:8時30分～ 
温かい物を配布をする予定です。ご協力お願いし 
ます。 

 
 12月14日(土)はクリスマス例会 
  
 場所：ホテルニューオータニ大阪 ２階  
 時間：19時30分から 
  
 会費：会員6000円 家族4000円 
 
例年通りプレゼント交換を予定しておりますプレ
ゼントは3000円以上の物を用意お願いいたします。 

本日のお客様 元米山奨学生きゅじん様 

 年次プログラム基金、ポリオ・プラス、人道的補
助金プログラムへ1,000ドル以上を寄付した人、また
は、ある人の名義で同額以上の寄付が行われた場合、
その名義人は、ポール・ハリス・フェローとなるこ
とができます。新しくポール・ハリス・フェローと 
なった方には、認証状と襟ピンが贈呈されます。 
 
 中井昭宏  マルチプルポールハリスフェロー５ 
 石田得子  マルチプルポールハリスフェロー４ 
 松田香純  マルチプルポールハリスフェロー２ 
 上好まゆみ ポールハリスフェロー 

財団寄付 



自分の職業について 
      吉住 哲洋 会員     

 私がこの堺フェニックスロータリークラブに入
会させて頂いてからまだ日が浅く私が普段どのよ
うな仕事をしているのかあまりご存じない方もい
らっしゃるかと思いますので本日は私自身の職業
や普段一体どんな事を思ったり考えたりして仕事
をしているのかを詳しい自己紹介を兼ねてお話し 
させて頂きたいと思います。 
 私は今年の7月より現在勤務先の（有）ティ・
エス・ユー・プランニングというイベントの制作 
会社に勤めております。 
 このティ・エス・ユー・プランニングという会
社は私の父が 1 3年前に立ち上げた会社で 
すが、一概にイベント制作と申し上げてもこの世
にイベントと言われるものはといいますと例えば、
アーティストのコンサートやライブ、モーター
ショーの様な各業界の展示発表会、またそれぞれ
の企業団体が主催する講演会、企業の労働組合が
主催する組合員の福利厚生の為の夏祭りなどのイ
ベントや各地方や民間団体などで開催される手作
り市などのイベントなど、規模の大小や内容が異
なるイベントと呼ばれる催事が多岐にわたり数多 
く有ります。 
 そのさまざまなイベントと呼ばれるものの中で
私どもが取り扱うイベントと申しますと先日の地
区大会でお手伝いさせて頂いたような講演会の講
師の手配ですとか、取引先の大半が某大手生命保
険会社でその保険会社が主催する講演会やセミ
ナーや社員表彰や顧客獲得の為のパーティーなど
で、その際講演をする講師やパーティーの余興を
行うタレントを手配する仕事をメインに行ってお
ります。 

 まずこの仕事を始めてから4か月経ちましたが、
まだ自分で仕事をとって一つのイベントを開催す
るところまでは至っておりませんが、今は父が
とってきたイベントのアテンドなどを手伝いつつ、
自分でも小さな企業セミナーなどの仕事をとりな
がら、将来の為、日々仕事を覚えていているとこ
ろでございます。また、この会社で開発事業部と
いうセクションを立ち上げ、これまでのイベント
事業の他に食料品の販売事業を始めました。その
中でコーヒーに関するビジネスと食品ギフトの販
売の二つの事業を中心に展開していこうと考えて
いまして、今日は特にこの二つの事業についてな
ぜこの事業を始めた理由やこの事業に対する考え、
又今後どのように展開させていくかをこれから少
し詳しくお話しさせて頂こうと思います。まずは
コーヒーに関するビジネスですが、この10月から
自家焙煎のコーヒー豆をこれまでイベントの仕事
で取引のあった顧客や取引先を中心に販売させて
頂いており、電話やメール、FAXなどで注文を受 
けて販売させて頂いています。 
 又、このコーヒーのラインナップに関しまして
は産地が国名のみというものでは無く少なくとも
どこの国のどこの地方で収穫されたのかを明記さ
れている銘柄を取り揃えました。あと銘柄によっ
ては産地だけでは無く農園、又はその農園の栽培
エリアまで指定された銘柄を選んでいます。また、
知人の主催するワークショップイベントや地域の
商工会などが主催するイベントに出店してホット 
コーヒーやコーヒー豆の販売も行っております。 
 でまず何故コーヒーの仕事を始めたかという
きっかけですが、一言簡単に言ってしまうと 
「コーヒーが好き」になってしまったからで有り
ます。 
「コーヒーが好き」と言っても「好き」なるなり
方が色々あると思うのですが、まず「コーヒーが
好き」と言ってしまうと大抵の方が「コーヒーを
飲む事が好き」と捉えられる方 
が多いと思いますが、私が言う「コーヒーが好
き」というのは「コーヒーを作ることが好き」と
いう事でありまして、私が言う「コーヒーを作
る」というのはコーヒーを焙煎したり、焙煎した
コーヒーを挽いて淹れたりして飲んでもらうのが
好きだという事です。 
その具体的なきっかけになりましたのが、今から
３年ほど前にワークショップ系のイベントでコー
ヒーの焙煎体験を行っていたブースがありそこで
焙煎体験をして、自分が焙煎したコーヒーがあま
りにも香りが良くて美味しく感じそのブースで
コーヒーの焙煎キットを買ったのがコーヒーには
まるきっかけとなった訳であります。その焙煎
キットでコーヒーを家で焼いてみようと思い、
コーヒーの生豆を手に入れようとコーヒー屋さん
のHPを見て生豆を買うことにして、その生豆を配
達してもらった際に「この焙煎豆を参考に焼いて 



みて下さい。」と言って購入した生豆と一緒に見
本の焙煎豆を渡されたのですが、この焙煎豆を試
飲した時にこのコーヒーのあまりの美味しさに未
だにその時の衝撃が忘れられず「自分もこんな
コーヒーを焼いて飲んでもらい、こういった本当
に美味しいコーヒーを広めて皆様に喜んで頂ける
ようになりたい。」と思ったのが決定的なきっか
けになった訳であります。又、きっかけなった
コーヒーをくれたのが私のコーヒーの先生で、今
でもコーヒーの焙煎を始めコーヒーに関する様々
な事をアドバイスや指導頂きながらコーヒーに関
する仕事を始めさせて頂いたわけであります。又、
コーヒーの他にも食品ギフトの事業を立ち上げ今
回初めてこのカタログギフト「撰」というカタロ
グを発行致しました。奈良の食品ギフトを専門に
取り扱っている会社で奈良の株式会社ショクセン
という会社とのコラボで企画されたカタログギフ
トでございます。私自身も食というものついては
以前からかなり強い拘りがありまして、もし自分
で食品を扱う仕事に携わるなら今回のカタログギ
フトで扱っているようなその季節しか手に入らな
い高品質の食材を扱ってみたいというのは以前か
らぼんやりと描いてはいました。今回のカタログ
の商材は商品提供者の（株）ショクセンの社長が
実際に生産地まで出向いて選び仕入れてきた商品
ばかりです。今回は年末商戦に向けての発行です
が今後このカタログギフトにつきましては「春～
夏」、「秋～冬」と年３回に分けて発行していく
予定です。以上、これまで私の二つの事業につい
てお話しさせて頂きましたが、この二つの事業は
ある共通するものがあります。それはコーヒーの
銘柄にしてもカタログギフトの商材も流通経路の
明確な商品ばかりでございます。これをトレーサ 

 店名の「バビルサ」とはインドネシアのスラウェシ
島などに生息するイノシシの仲間で、自分の頭に突き
刺さる位の大きな牙が特徴的な大変珍しい生き物です。 
今は自然破壊などにより生息できる場所が減り、絶滅 
の危機に立たされております。 
   
 「バビルサ」のように個性豊かな珈琲（勿論美味し
い事が大前提です。）をお求め頂いたお客様に楽しん
で頂きたいという思いと、絶滅の危機に瀕している
「バビルサ」が今後も生き残れるよう、森林保護等環
境に配慮した農園で作られたコーヒー豆を積極的に取
り入れる事で、末永く高品質の美味しいコーヒーをお
客様に提供し続けていきたいという、店主の強い思い 
が込められております。 

ビリティといいますが、このトレーサビリティが曖昧
な食品や食材が今までは多すぎたように思えます。な
ので、昨今の食品偽装や産地偽装のような問題が次々
と起こるような気が致します。やはりこれからの時代
今までのように自分たち都合で好きな時に好きなもの
を頂くのではなく、旬なものを旬な時期に必要な量だ
け収穫して美味しく頂くという価値観を大事にしてい
きたいと思います。 



 

会長 中井 昭宏 会員 

元米山奨学生のキュウジン様ようこそ堺フェニック
スへ。 

皆様ロータリー財団寄付ありがとうございます。ま
だの方は１２月も引き続きよろしくお願いします。 

RID25203.11大震災復興支援プロジェクトチームへ
のご支援をよろしくお願いいたします。 

 

幹事 松田 香純 会員 

キュジン様、ようこそお越しくださいました。 

１２月１日 堺かるた大会の予行練習ご参加よろし
くお願いします。 

吉住様、卓話ありがとうございます。 

寒い日が続きますが、みなさま体調崩されませんよ
うお体ご自愛下さい。 

にこにこ報告 

在籍者   ３５名 出席者   ２４名 

出席計算会員３４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 
     ９７．０６％ 

出席率 
    ７０．５９％ 

欠席報告（11月28日） 

出席報告 

砂原 孝史 仕事のため Make-up済 

片木 修 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  

仁木 順子 仕事のため 

田中 範子 会合のため 

中野 一郎 仕事のため 

松本 美和子 仕事のため 

内藤 絵梨奈 仕事のため Make-up済 

吉川 美幸 

Make-up報告 

砂原 孝史 28日 大阪難波RC 

米田眞理子 2日 ロータリー研究会 

米田眞理子 2日 RI会長歓迎晩餐会 

山田 真樹 2日 RI会長歓迎晩餐会 

内藤絵梨奈 3日 泉州KUMATORI‐REC 

米田眞理子 3日 ロータリー研究会 

山田 真樹 3日 ロータリー研究会 

第42回ロータリー研究会 

ロータリーリーダーシップ研究会 RLI 総会 



 2013年12月１日に堺市立金岡南小学校で午

前１０時から予行練習が開催されました。 多く
の小学生の子供たちとその保護者の方々が集
つまられました。 

 本番が来年２月に開催されますが、ますは練
習、各自治会の方々が力を合わせて開催され 
ました。 

 当クラブからは中井昭宏会長、松田香純幹
事、猿田槙男奉仕委員長、中野一郎奉仕委員 
と私仲峯 豊奉仕委員が参加してまいりました。 
 中井会長が子供たちにロータリーのことわか 
りやすくお話しをされていました。次の本大会 
が楽しみです。 

 

堺かるた大会 
 
2014年2月15日 12：30～ 
 
熊野（ゆや）小学校体育館 
 
主催 
   堺フェニックスRC 
 


