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平成26年1月9日 2013-2014年度Ｎｏ.25 

第７９２回  ２０１３－２０１４年度  第２６回目 

１月９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斉唱 奉仕の理想 

お客様紹介 親睦委員長 田辺 弘樹 

お祝い 親睦委員長 田辺 弘樹 

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 奉仕委員長 猿田 槙男 

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  



 
 みなさんこんばんは、本日は上半期の最終例会と
なりました。12月は家族月間（Family Month）につ
いてお話します。 
 1995～96年度ハーバート・ブラウン会長は、世界
平和は地域、家族から始まるとの考えを表明しまし
た。そして1995年11月のＲＩ理事会において、２月
の第２週を「家族週間」と指定することになりまし
たが、2007年７月の同理事会において、2003～04年
度ジョナサン・マジィアベＲＩ会長が家族の重要性
を強調していることを称え、理事会は12月を「家族
月間」と指定し、これに伴って「家族週間」を廃止
しました。 
 
 ロータリー家族とは、ロータリアンの配偶者や子
弟、ロータリー財団学友、米山学友、米山奨学生、
ローターアクター、インターアクター、ＲＯＴＥＸ、
青少年交換学生、青少年ライラ研修参加など全てを
指しています。ロータリアンは「ロータリー家族」
と共に奉仕プロジェクトを行なうことも推奨されて
います。 
  
「ロータリー家族月間」は、ロータリアンが奉仕活
動や諸行事を通じてロータリー家族や地域社会への
献身を示す月間であります。そしてクラブおよび地
区はロータリアンとその配偶者や子弟、元ロータリ
アン、亡くなったロータリアンの配偶者等に対する
家族的な心配りを実践する月間でもあります。 
 
 私たちは12月を迎えるにあたって、この月間の意
味を十分に理解し、ロータリー家族の大切さや、
ロータリアンとしてロータリー家族にどう向き合い、
何をすべきかについて改めて考えてみては如何で
しょうか。 
  
 多くのと言うより、殆どのクラブが12月には「ク
リスマス会」を計画されることでしょう。そのよう
な行事には是非ロータリー家族をお招き、交流を深
めておくことは大切です。このネットワークが親睦
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 

 
 新しく改定されました手続要覧を購入されま 
す会員様は部数もご記入ください。 
 
 インターアクト4クラブ合同奉仕プロジェクトが
12月20日〜12月26日まであります。当クラブは22
〜23日が世話クラブとなっております。22日は高
野山インターアクトとの交流、高野山散策、夕食
会、23日は初芝立命館中学高等学校にて講演会、
交流会の予定となっております。特に23日の昼食
会時に日本食としまして会員様で調理した豚汁を
振る舞いたいと考えてます。たくさんのお手伝い 
が必要となっております。 
 
 来年26年1月16日(木)は新春合同例会です。場所
はアゴーラリージェンシー堺にて時間は11時から 
となっております。 
 平成26年2月16日インターアクト三者交流会、羽
衣学園中.高等学校にて行われます。昼食有無も合 
わせてご記入ください。 
 
 それぞれ会員様にも予定があるとは思いますが 
出欠記入お願いします。 
 
 平成25年12月26日(木)例会はありません。 
 平成26年1月2日(木)例会は定款第6条第1節により 
休会となっております。 
 
 平成26年1月9日(木)例会はホテル第一堺にてあり
ます。理事役員様は第7回理事役員会を17時30分よ 
り行いますのでよろしくお願いいたします。 

 
 この月間にはロータリアンがロータリー家族とと
もにさまざまな建設的考えを分かち合うことによっ
て会員を増強し、退会を防止し、組織を強化し、更
には人道的奉仕活動を発展させることによって、社
会におけるロータリーの信用度を高め、活力ある豊
かなロータリーの発展に繋げることが期待されてい
るのです。 
 



各種お祝い 

マルチプル・ポール・ハリスフェロー 

魚太郎 三国ヶ丘店 



会員増強退会防止担当理事  
 
        砂原孝史 
 
 中井会長方針である１人が１人を推薦する。その
ためには『あなたはロータリーをどのように説明で
きますか』作戦はできる方はできています。まだの 
方はお願いします。 
 石田年度から開催された堺フェニックス勉強会の
継続は現在、研修リーダーとともに会長の指導の下 
順調に開催できております。 
 クラブ目標は純増３名ですが、３名増、１名減、
トータルでプラス２名、現在３４名の会員数になり 
ました。 
 新規ご入会された会員様、推薦していただいた会 
員の皆様、ありがとうございました。 

クラブ広報担当理事  
 
        田辺弘樹 
 
 上半期は、主だった活動ができず、反省の半期で
した。下半期は、会長や先輩会員と相談し、如何な
る効果ある広報活動ができるか検討しながら、責務 
を全うできればと思っております。 

 
 
奉仕プロジェクト担当理事  
 
        米田眞理子 
 
奉仕委員会 
7月15日～26日開催の千の花広場 まちなかアート展 
に協賛 
7月20日堺プロバスクラブ年次総会に中井会長、松田 
幹事、中野会員が出席 
8月8日 社会奉仕活動の一環として移動例会。三田市 
総合文化センターにて「ストラディバリウスチャリ 
ティコンサート」に会員多数で参加 
8月22日 国際奉仕のクラブフォーラムを担当 中野 
会員にて開催。 
8月31日 社会奉仕活動として諏訪湖ＲＣとの協同プ 
ロジェクトによるフェニックス号贈呈式典参加 
9月20日 秋の交通安全週間にともない堺東駅周辺に 
て啓発チラシを配布 
★中野委員長次年度ガバナー補佐に就任のため委員長 
を猿田委員長に交替 
12月１日 ２月15日開催の大カルタ会の下見  
     ２月15日開催準備開始 
12月８日 ソフトボール教室参加の方々への豚汁なら 
びに温かい飲み物の提供約４００色が完食されました。 
 
新世代奉仕委員会 
7月21日IAC年次大会は例会変更にて参加 
7 月28日青少年交換2012-2013年度の報告会(高瀬さん 
の報告会)への出席 
8月1日他地区とのIAC韓日交流会が実施、 
8月29日「新世代奉仕」についてクラブフォーラムを 
開催 
9月8日IAC国際交流会があり韓国文化の理解を深めま 
した。 
9月12日砂原会員による「スポーツ留学生」の卓話が 
あり、ニュージーランドの留学生も例会に参加 
9月19日 初芝立命館高等学校のIACの卓話発表 
9月26日に初芝富田林中学高等学校にてIACリーダシッ 
プフォーラム 
10月16日堺市立津久野中学校にて「命の大切さ」につ 
いて出前卓話を開催 
10月27日地区大会に参加 
10月27日地区大会において青少年ライラ委員会より当
クラブより推薦した大阪グローバル山下貴史様が表彰 
されました。 
11月12日堺市立津久野中学校にて職業卓話を実施 
12月5日3.11震災復興祈願プロジェクトに参加 
12月は恒例の行事IAC海外研修に代わり、23日に「輝
く瞳に会いに行こう」大阪大作戦 青少年交流会が企
画されており、チェンライRCの日本人会長、原田先生
に学生向けプログラムの講演として予定しています。
その後の親睦交流会も予定しており、さまざまな交流
が活発に行われています。引き続きペットボトル 
キャップの収集も継続しております。 
   
 

クラブ管理運営担当理事  
    
        上田俊夫 
 
 
 上半期は岡田会員がされていましたが、退会に伴
い私が後任をさせて頂きます。現在のプロジェクト 
を早く理解し活動をしていきたいと思います。 



 
 
会長エレクト 
研修リーダー   
 
        中井崇嗣 
 
 会長エレクトとしては勉強をするのみです。研修
リーダーとして、9月10月11月と勉強会を開催させ 
て頂きました。 
 9月には米田パストガバナーに講師をお願いし
ロータリーの基礎を学び、10月には米山記念奨学生
との交流を深め、11月には小野会員に講師をお願い 
しロータリー財団を学びました。 
 下半期も月間のテーマに沿う形で開催できればと
考えておりますので、皆様ご協力お願い致します。 

 
 
 
 

ロータリー財団担当理事  
 
        小野晃範 

 
 皆様、ロータリー財団のご寄付ありがとうござい
ました。現在23名の方が今年度ご寄付頂いておりま
す。またの方は随時受付けておりますのでお声をお 
かけ下さい。お待ちしております。 
 米山寄付に関しましても個人平均額では日本で３
位となりました。これもひとえに会員のみなさまの
御協力があってこの現状にあると思います。まだ、
米山寄付も受付けておりますので、まだの方はぜび
お願いいたします。申し少しで２位になれます。お 
待ちしております。 
 地区補助金にかんしましては、地区財団委員長に
すっとお願いをし続けました。やっと連絡がござい 
ました。今後の動向を見ていきたいと思います。 
  

 
 
 

幹 事 
 

         松田香純 
 
 
 年度始め、私は会長の支援、指示を受けるだけが、
幹事とは思っておりません。クラブ会員様の素直な
意見をまとめ会長に伝える。また会長の意見をアナ
ウンスする等の調整役だと申しました。この上半期
会長には会員様の思い等聞いた分に関してはお伝え
しております。時に言い合いになることもあります
が、言わないと始まりません。下半期もスタンス変 
えずに行います。 
 

 
R.I.第２６４０地区 ２０１３～２０１４年度 

三者交流会のご案内 
 
２０１３年～２０１４年度インターアクトクラブの
三者交流会を下記の要領で開催いたします。ロータ
リークラブ・ローターアクトクラブ・インターアク
トクラブの交流を深める機会となるよう、企画を進
めています。ご参加の程よろしくお願いいたします。 
 
日   時：２０１４年２月１６日日曜日 
            １０：００ 登録開始 
            １０：３０ 開 会 式 
     午前 RC、IAC、RACの交流、お互いの活動の 
             共有防災の備えに関してグループワー 
             ク 
     午後 大阪府赤十字の方を迎えて取り組み紹 
             介 
            １５：００ 閉 会 式 
 
場   所： 羽衣学園中・高等学校   
〒592-0003 高石市東羽衣１－１１－５７ 
       TEL 072-265-7561 
スペース・安全上のため「お車でのご来校はご遠慮
願います」 
    登録料： ロータリアン ５,０００円 
 

 
 また、新入会員様も入られますます会員皆様、業
種が違う、働く時間が違う、得意分野が違うさまざ
ま違う職業人の集まりとなってきております。また
下半期もさまざまなプロジェクトが目白押しとなっ
てまいります。会員様が参加できるプロジェクトを
積極的に参加していただきますよう重ねてお願いい
たします。いままで築き上げた堺フェニックスの歴
史プラス中井年度半分すぎ不死鳥のごとく、美しく
舞いはじめてます。会員様お一人お一人が堺フェ
ニックスの会員でよかったと思える素晴らしいクラ
ブになるよう下半期も引き続き志高く一緒に頑張り 
ましょう。 
 
 最後に行き届いていない事もあるとは思いますが
ロータリーの寛容の精神で眉間にしわいれずご指導 
いただきますようお願いいたします。 
 



在籍者   ３４名 出席者   ２６名 

出席計算会員３３名  欠席者    ７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 
     ６３．６４％ 

出席率 
    ７８．７９％ 

欠席報告（12月19日） 

出席報告 

仁木 順子 仕事のため 

宮前 美穂子 仕事のため 

酒井 誠 仕事のため 

片岡 富美子 仕事のため Make-up 

猿田 槙男 仕事のため 

中田 聡 仕事のため 

松本 美和子 仕事のため 

Make-up報告 

猿田 槙男 13日 和歌山中RC 

米田眞理子 23日 チェンライRC・松原中RC 

中井 昭宏 23日 チェンライRC・松原中RC 

松田 香純 23日 チェンライRC・松原中RC 

石田 得子 23日 チェンライRC・松原中RC 

片岡富美子 23日 チェンライRC・松原中RC 

京谷 知明 23日 チェンライRC・松原中RC 

上田 俊夫 23日 チェンライRC・松原中RC 

犬伏 幸代 23日 チェンライRC・松原中RC 

仲峯 豊 23日 チェンライRC・松原中RC 

濱田 由美 23日 チェンライRC・松原中RC 

村尾 利一 23日 チェンライRC・松原中RC 

京谷 知明 25日 堺中RC 

京谷 知明 26日 堺東南RC 

米田眞理子 6日 堺フラワーRC 

にこにこ報告 

会長 中井 昭宏 会員 
 奉仕を友に走っていただいた方々に感謝いたします。
ありがとうございました。 
幹事 松田 香純 会員 
 上半期報告会お疲れ様でした。下半期もよろしくお
ねがいいたします。寒い日が続きますがお体ご自愛下
さい。よいお年を。来年1月9日お会いできることをた 
のしみにしております。 
直前会長 石田 得子 会員 
 上半期がすぎました。皆様に感謝して下半期を迎え 
たいと思います。 
会長エレクト 中井 崇嗣 会員 
 今年最後の例会となりました。皆様よいお年をお迎 
え下さい。 
 副会長 片木 修 会員 
 上半期も、すぐに終わりますが、事なく今日を迎え
られたことが何よりと思っております。来年も無理を 
せず、ぼつぼつとやってゆきたいと思っております。 
上田 俊夫 会員 
 上半期も無事終了しました。皆様良きお正月を迎え 
られ下期もがんばってまいりましょう。 
上好 まゆみ 会員 
 12月14日は楽しいクリスマス会ありがとうございま 
した。 
小野 晃範 会員 
 活気溢れる上半期でした。皆様ご苦労様でした。下 
半期益々の充実と発展を祈っています。 
田中 範子 会員 
 いよいよ今年最後の例会となりました。来年も明る 
く楽しい例会がありますように。 
田辺 弘樹 会員 
 今年一年、お疲れ様でした。 
内藤 絵梨奈 会員 
 今年最後の例会、みなさまおつかれさまでした。今
日は上半期の委員会報告ですが、移動例会でいつもと
違う雰囲気で今年最後を迎えることができ楽しい一時 
を過ごせますよう楽しみにしています。 
中野 一郎 会員 
 皆様、上半期お世話になりました。来年もよろしく 
お願い致します。入会記念ありがとうございます。 
村尾 利一 会員 
 入会2ヶ月経過しましたが今だロータリーについて理
解しておりませんが来年度は更に理解を深め皆様と共
に実行、活動、行動してまいりたいと思います。御指 
導よろしく。 
山本 加容子 会員 
 誕生日のお祝いありがとうございます。これからも 
よろしくお願い致します。 
吉川 美幸 会員 
 クリスマス例会は忘年会と重なり欠席して申し訳あ
りません。来年までお会い出来ませんが、よいお年を 
お迎え下さい。 



堺フェニックスロータリークラブ  
          中井 昭宏 様 
 
 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。貴クラブの益々の発展
をお祈りし、例会にて、ぜひともご支援頂いた方々
にお渡しください。 
 
         国際ロータリー第2520地区 
         311復興支援プロジェクトチーム 
         リーダー PDG 伊藤 大亜 

堺フェニックスロータリークラブ  
 中井 昭宏 様 
 米田眞理子 様 
 松田 香純 様 
 犬伏 幸代 様 
 上田 俊夫 様 
 京谷 知明 様 
 猿田 槙男 様 
 山本加容子 様 
 村尾 利一 様 
 上好まゆみ 様 
 酒井 誠  様 
 河野 強  様 
 宮前美穂子 様 
 石田 得子 様 
 小野 晃範 様 
 片岡富美子 様 
 金谷 昌信 様 
 仲峯 豊  様 
 濱田 由美 様 
 中井 崇嗣 様 
 内藤絵梨奈 様 
 山田 真樹 様 
 砂原 孝史 様 
 中田 聡  様 
 
 この度は復興支援祈願基金にご協力頂きまして誠
にありがとうございました。 
 ご協力頂きました方々に「復興祈願ベル」を御送
りさせて頂きます。今後さらなるご支援を心からお
願い申し上げます。 



4地区合同青少年交流会 （堺フェニックスRC・松原中RC・高野山RC・チェンライRC） 

  

１０：００ 受付・登録開始 

１０：３０ 開会式 

      開会点鐘         松原高校インターアクトクラブ会長 佐々木 千華 

         タイ国歌斉唱      

         日本国家斉唱       

      開会の挨拶        堺フニックスロータリークラブ会長  中井 昭宏 

      来賓挨拶         地区インターアクト委員長      山崎 規男 

                   松原高校 校長           古川 知子 

                   地区パストガバナー         米田 真理子 

      ロータリアン紹介     堺フェニックスロータリークラブ会長 中井 昭宏 

      インターアクトクラブ紹介 インターアクトクラブ顧問代表    栗林 良次  

      タイからのお客様の紹介  松原中ロータリークラブ       木本 圭二 

  

１１：００ 講演「ロータリーにできること」  

講師：チェンライロータリークラブ会長 原田 義之 

                            

１２：１０ 昼食   昼食会場へ移動   諸注意 松原高校顧問      山田 正人 

堺フェニックスロータリークラブ会長 中井 昭宏 

  

１３：００ 各会場での交流開始    餅つき、けん玉、コマ回しなど 

  

１５：００ 閉会式  閉会の挨拶   松原中ロータリークラブ会長     北里 登 

ガバナーエレクト          辻 秀和 

                   タイの生徒による舞踊        

      閉会点鐘         初芝立命館インターアクトクラブ会長 楠本 聡   

初めての雪を見ました 

関西国際空港に到着 

輝く瞳に会いに行こう 関西大忘年会 



タイ舞踊 みんなで踊りました 

高瀬さんも応援に来てくれました 

チェンライRC会長 原田義之様 



豚汁の調理開始 幹事の手作りケーキ 

 今回はインターアクターが毎年海外研修に行く 
時期なのですがタイの情勢を考え中止となりまし 
た。ですがインターアクター達は、この海外研修 
で交流をすることで学ぶことが多くあります。 
 インターアクターかたの声も多く、考えました 
クラブ行事として逆にタイの高校生たちに日本に 
来てもらおうと、チェンライRCの会長は初の日本 
人です。相談しました。その結果、北タイにある 
ダムロン高校の生徒に日本に来てもらい交流をし 
ようと準備期間は２か月しかありません、インタ 
ーアクトを提唱しているクラブと連携し行う事に 
なりました。 
 
 23日が堺フェニックスの担当です。クラブから 
は米田眞理子会員、松田幹事、上田俊夫会員、 
犬伏幸代会員、石田得子会員、片岡富美子会員、 
京谷知明会員、仲峯 豊会員、濱田由美会員、 
村尾利一会員が参加 
 前日のお手伝いに松本美和子会員、山田真樹会
員。 
 メニューは豚汁とおにぎりです。 
 
 インターアクター達はこれまでの地区行事など 
で手作りの昼食がでたことがなく、大変喜んでい 
ました。逆に初芝のIACを羨ましく思って頂いた 
ようです。お手伝い頂いた皆様ありがとうござい 
ました。 
 
 今回は当地区のIAC、ロータリアンはもちろん 
の事、2660地区のRAC、ロータリアン、遠くは岡 
山からもお越しくださいました。本当にすばらし 
い会が開催できたことに感謝いたします。 
 
 最後に今回皆様が登録料として頂いたお金は、 
すべてアカ族の女性用トイレの公衆衛生のため 
に寄付いたしました。プロジェクトが完了した 
らお知らせしたいと思います。 
 
 次回2月6日の卓話に日本人初のタイ王国での 
ロータリー会長 チェンライRC 原田義之会長 
のお話を聞かせて頂きたいと思います。 


