
第789回例会 通巻754号 

平成25年12月8日 2013-2014年度Ｎｏ.22 

第７８９回  ２０１３－２０１４年度  第２３回目 

１２月８日 ８時３０分 

開会点鐘 会 長 中井 昭宏 

会長の時間 会 長  中井 昭宏 

幹事報告 幹 事 松田 香純 

堺の小学生にソフトボールを楽しむための教室 

大阪グローバルチームによる指導 

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 

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 魚太郎 堺店 

上半期報告会 

２２日（日） ４クラブ合同プロジェクト 

１０時～ 高野山 

２３日（月） ４クラブ合同プロジェクト 

１０時～ 初芝立命館中学高等学校 



 
 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前回の例会でご紹介いたしまし 
た。 
 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。「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。会員の皆様がこの声にご賛
同頂き多額の寄付、「復興祈願募金」が集まりまし
た。ありがとうございました。本当の復興はこれか 
らです。今後もご協力よろしくお願いします。 
 
 また地区のPeace絆復興支援委員会よりフィリピ
ンの台風災害の支援金に関しましても、皆様のおか
げで多額のご寄付が集まりました。重ねてお礼申し 
上げます。 
 
 今月は家族月間です。多くのロータリーファミ
リーと共に行事を盛り上げていきたいと思います。 
ご協力頂けますよう、よろしくお願いします。 
 
 １２月８日は堺の小学生にプロソフトボール選手
の指導を体験してもらうプロジェクトです。クラブ 
としては豚汁の炊き出しをします。 
 
 １２月１４日はクリスマス例会です。ホテル
ニューオータニ大阪で開催します。大阪城の３D
マッピングスーパーイルミネーションが観れます。
また落語、切り絵などのアトラクション、大プレゼ 
ント交換会も開催します。 
 
 １２月２２日・２３日は初芝立命館高校インター
アクトと共にチェンライの子供たちと交流をします 
ぜひご協力下さい。 

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

 
 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２F。時間19時半〜です。 
出欠を記入お願いいたします。 
 
 12月19日(木）上半期報告会です。理事役員の方
は上半期報告が出来るようご準備お願いいたしま 
す。 
 
 12月26日は例会はありません。間違えのないよ 
うにお願いいたします。 
 
 
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～ 
豚汁を提供をする予定です。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。 

 ムエタイ（タイ語: มวยไทย、英語: Muay Thai, Thai 

boxing）は、格闘技の一種で、発祥地・タイでは国技に
指定されている。ムエタイの選手はナックモエという。 
タイ語での発音的には「ムアイタイ」の方が近いが、日
本では英語での発音に近い「ムエタイ」「ムエイタイ」 
の発音・表記で定着している。 
 直訳するとムアイはクメール語で1を起源とし、1対1の
格闘のことであるため（たとえばプラーン（レスリン
グ）のことをムアイプーランという）「タイ式の戦い」
となる。元々は他国の侵攻に対抗するための古式ムエタ
イだった。ヨーロッパに知られタイボクシング（Thai 
boxing、タイ式ボクシングの意）と呼ばれることが多い。
日本ではタイ式キックボクシングとも言われるケースが
あるが、正しくはタイ式ボクシングである。キックボク
シングは空手、ムエタイ、ボクシング等を元に日本で作
られたものであり、厳密には違う競技である（理由は後
述）。両手、両肘、両脚、両膝の八箇所を用いて相手と 
戦う坂本様は選手です。 

本日のお客様 坂本厚樹様 ムエタイの選手 

米山記念奨学生 シュウ ブンさん 



 ロータリー・クラブ定款第６条第２節の定めると
ころにより役員を選挙するための年次総会をクラブ
細則に従い本日１２月第一例会に於いて開催致しま
す。 
  
 本日の出席会員が２８名にて会員総数の３分の１
以上を満たしております。 
 次年度の理事役員候補を発表いたします（右記） 
順に読み上げます。 
 でわ、皆様ご承認頂けますか、出席会員全員一致
にて承認となりました。では本年度会長エレクトで
ある中井崇嗣会員、次年度理事役員をご承認を頂き
ました。次年度会長より、ご挨拶をよろしくお願致
します。 

役員 会長 中井 崇嗣 

役員 会長エレクト 仲峯 豊 

役員 副会長 小野 晃範 

役員 幹事 内藤 絵梨奈 

役員 会計 酒井 誠 

役員 直前会長 中井 昭宏 

理事 会員増強退会防止 吉住 哲洋 

理事 クラブ広報 米田 眞理子 

理事 クラブ管理運営 金谷 昌信 

理事 奉仕プロジェクト 京谷 知明 

理事 ロータリー財団 松田 香純 

2014-1-2015 理事役員 

 本日は2014-2015年度理事役員のメンバーをご承 
認下さいましてありがとうございます。 
 
 私は会長年度にクラブ会員全員で取り組める地域
への社会奉仕のプロジェクトをしたいと思っており 
ます。 
 
 皆様にご協力頂き地域の皆様にも喜んで頂けるよ
うな奉仕に力を入れたいと思っておりますので、よ 
ろしくお願い致します。 



 

会長 中井 昭宏 会員 

坂本様、ようこそ堺フェニックスへ 

シュウさん、少し遅くなりましたがお誕生日おめで 

とうございます。 

年次総会お疲れ様でした。 

１２月８日は皆様、堺西高でお待ちしています。 

 

直前会長 石田 得子 会員 

師走に入り急に忙しくなりました。大切な例会に遅 

刻いたしまして申し訳ありません。 

 

片岡 富美子 会員 

年末です。一年は早いですね。元気で身体に気をつ 

けて下さい。 

 

上好 まゆみ 会員 

クリスマス家族例会に笑福亭鶴笑さんを呼ぶことが 

できました。楽しい子供向けの落語をしてくれると 

思います。今回はお客さに坂本厚樹様が見学にきて 

くれました。 

 

宮前 美穂子 会員 

入会させて頂き１か月が経ちました。１２月は家族 

月間で沢山の行事がありますが、まだ皆様のお名前 

もわりかねています。今月の行事の中でいりいろな 

お話を聞きながら早く慣れたいと思っています。 

 

松本 美和子 会員 

本日は年次総会です。SAAとして少し緊張していま 

す。 

 

幹事 松田 香純 会員 

坂本様、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。 

周さん１１月２０日お誕生日おめでとうございます。 

８日はソフトボール教室プロジェクトご参加宜しく 

お願いします。 

にこにこ報告 

在籍者   ３４名 出席者   ２９名 

出席計算会員３３名  欠席者    ４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 
     ６８．７５％ 

出席率 
    ８７．８８％ 

欠席報告（12月5日） 

出席報告 

犬伏 幸代 診療のため  

京谷 知明 家族旅行のため 

山本 加容子 仕事のため 

猿田 槙男 仕事のため 

Make-up報告 

次年度理事会報告 
 
平成２５年１２月５日 開催 １９時４０分～ 
 
出席者  
中井崇嗣・仲峯 豊・小野晃範・内藤絵梨奈 
酒井 誠・中井昭宏・吉住哲洋・米田眞理子 
金谷昌信・松田香純 
               以上１０名 
 
①次年度副幹事及びSAAの選出について 
 
    副幹事  中井昭宏 
    SAA   上田俊夫 承認されました。 
 



公認サンタクロースが仕事するお部屋を大公開 
Santa Claus House  

 
ホテルのロビーにサンタクロースハウスが出現！ 
 公認サンタクロースがメッセージを読んだり、プレゼントを
包んだり、クリスマスに向けて準備を行うお部屋がのぞけ
ます。 
 運が良ければ、サンタクロースに逢えるかもしれません！ 
 
 期間：2013年11月22日(金)～12月25日(水)  
 場所：1階アトリウムロビー 正面玄関前 

クリスマス "チャリティ" ツリー 
Christmas Charity Tree  

 

 ホテルニューオータニ大阪では、一昨年に発生いたしま
した東日本大震災で被災された方々に義援金をお届けす
ることを目的に、クリスマスの特別イベントのひとつとして
チャリティツリーをロビーに設置いたしております。 

 チャリティーにご賛同いただけるお客さまは、展示された
ツリーに飾られているオリジナルのオーナメント・ブローチ
と、皆さまの温かいお気持ちを任意で交換していただきま
す。 

JR環状線  
大阪城公園駅 徒歩３分 

阪神高速 東大阪線 
法円坂出口 車で１５分 

大阪城の近くだよ 

〒540-8578 大阪市中央区城見1-4-1 TEL:06-6941-1111 

ホテル 


