
第794回例会 通巻758号 

平成26年1月23日 2013-2014年度Ｎｏ.26 

第７９４回  ２０１３－２０１４年度  第２８回目 

１月２３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斉唱 堺フェニックスRCの歌 

お客様紹介 親睦委員長 田辺 弘樹 

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 

青少年奉仕委員長 内藤絵梨奈 

卓話 中井 崇嗣 会長エレクト 

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  

みんなのお祝い 
ロータリーの資料集贈呈 



 
 ロータリー理解推進月間にあたっては、ロータリ
アン自身がロータリーへの理解を深めることが第一
ですが、ロータリアンではない周囲の人々にロータ
リーを紹介するというもう一つの大切な活動であり 
ます。 
  
 さて具体的には何をすれば良いのでしょうか。何
はともあれ、一度国際ロータリーのホームページを
開いてみて下さい。数限りないロータリー情報が満
載されています。つまりしっかりした情報源がそこ 
にあることをご確認下さい。 
 
「ロータリーの目的」の第４項に“奉仕の理念で結
ばれた職業人が国際ロータリーの活動を通して、国
際理解、親善、および平和を推進すること” と記
されております。近年のロータリーはその活動を第 
４項に主眼をおいているようです。 
 
ここで一つのエピソードがあります。 
 南米のチリとアルゼンチンの両国間で国境問題が
持ち上がり、国民間にも険悪な空気が流れておりま 
した。 
 時のＲＩ会長ジェームス・ポリマーは1980年、会
長主催親善会議に２国から各45組の夫妻を招き会議
を持ちました。初めはギスギスした雰囲気でしたが、
会議が進むにつれお互いに親しく打ち解けて話し合
うようになり、会議の終わりには両国民を和解させ
る方法まで話し合われ結論を得ました。彼らの関係
改善への尽力が和解への大きな一助となり、以来両 
国は良好な関係を維持し続けています。 
 この功績を称えポリマー会長に国際共同委員会か
ら名誉ある「アンデスのコンドル章」が授与されま
した。第4項の主旨におおいに適う良い事例だと思 
います。 
“世界の人々が相互理解を深め、更なる親交によっ
て信頼を得ることが世界平和に繋がる” と信じて 
日々のロータリー活動を実践して下さい。 
 

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

 
 新年あけましておめでとうございます。本年も 
よろしくお願いいたします。 
  
 本日回覧、3部あります。 
 
 来年26年1月16日(木)は堺11ロータリークラブ新
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。この日
は18時半からの例会はございませんのでお間違え 
のないようお願いします。 
 
 平成26年2月13日の例会は15日(土)は堺かるた大
会のプロジェクトに例会変更です。時間は10時か
ら場所は熊野小学校にて行われます。出欠ご記入 
お願いします。 
 
 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。 
 
 平成26年3月20日(木)の例会は18日(火)互輪会ゴ
ルフ大会へ例会変更です。場所は天野山カント
リークラブです。ゴルフに参加する会員様、お手
伝いに参加する会員様それぞれ出欠ご記入お願い 
します。 
 



 
 皆さんこんばんは！堺11クラブ「互輪会」を3月
18日（火）天野山カントリークラブで開催します。 
当クラブがホストクラブです。例会変更をおこ
なっていただきますので、会員皆様にはお手伝 
い・ご協力を宜しくお願いします。 
 朝から夕方までかかりますが、午前のみ、午後
からでも大丈夫です。受付や表彰式など、お手伝 
いが必要ですので、どうぞ宜しくお願いします。 
 
日  時： 2014年3月18日（火）  
場  所： 天野山カントリークラブ 
      大阪府堺市南区別所１５４９－４６ 
      電  話： 072-284-1919 
 
集合時間： 各組スタート30分前にお願い致します。 
 
スタート： 第1組 8:07スタート 
     北⇒西・西⇒北・南⇒東・東⇒南にわ 
     かれてラウンドします。 
 
組 合 せ： ホストクラブ堺フェニックスRCに一 
     任いただきます。 
      ご希望があればご連絡下さい。 
 
表  彰： 懇親会は最終組終了後40分後頃を予定 
     しています。 
 

 
 平成26年2月15日（土）に堺かるた大会を開催い
たします。会場は堺市立熊野奨学校の体育館です。
会員の方々のご協力をお願いします。 
 
 当日は10時に集合頂き、準備を始めたいと思い
ます。体育館は冷えますので、上履きを用意して
下さい。会員の皆さんには審判員の補助をして頂
きます。よろしくお願いします。 
  



にこにこ報告 

在籍者   ３４名 出席者   ２５名 

出席計算会員３２名  欠席者    ７名 

出席免除会員 ２名 
（小林・石田） 

免除出席者  ０名 

先々週修正出席率 
     ８１．８２％ 

出席率 
    ７８．１３％ 

欠席報告（1月9日） 

出席報告 

山本 加容子 仕事のため 

仁木 順子 仕事のため 

内藤 絵梨奈 仕事のため Make-up済 

中田 聡 仕事のため Make-up済 

濱田 由美 仕事のため 

米田 眞理子 仕事のため Make-up済 

山田 真樹 仕事のため Make-up済 

吉川 美幸 

Make-up報告 

京谷 知明 6日 大阪狭山RC 

内藤絵梨奈 14日 泉州KUMATORI-REC 

中田 聡 17日 泉州KUMATORI-REC 

濱田 由美 18日 東京米山REC 

米田眞理子 19日 米山記念奨学生選考会 

内藤絵梨奈 19日 泉州KUMATORI-REC 

砂原 孝史 20日 東京米山REC 

吉住 哲洋 20日 東京米山REC 

会長 中井 昭宏 会員 
下半期が始まりました。どうぞ、ロータリーを楽しみ 
地域、日本、世界へと奉仕の輪を繋いで行きましょう 
会員の皆様のご活躍を切望しております。世界平和の 
ために。 
 
小野 晃範 会員 
明けましておめでとうございます。堺かるた大会を成 
功させましょう。本日の予行演習楽しみにしています 
 
会長ノミニー 仲峯 豊 会員 
新年あけましておねでとうございます。本年度第１例 
会です。奉仕活動に参加しロータリーを勉強しましょ 
う。よろしくお願いします。 
 
上田 俊夫 会員 
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお 
願いします。ロータリーが新しく生まれ変わるよう心 
から祈っています。 
 
酒井 誠 会員 
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお 
願いします。 
 
片岡富美子 会員 
新年お目出度う御座居ます。新年早々私の誕生日、家 
族の誕生日のお祝いを頂きありがとう御座いました。 
 
村尾 利一 会員 
新年おめでとうございます。本年も引き続きよろしく 
お願いします。 
 
田中 範子 会員 
あけましておめでとうございます。本年もみんなでロ 
―タリーライフを楽しみましょう。お誕生日のお祝い 
ありがとうございました。 
 
辻野 美智子 会員 
新年あけましておめでとうございます。平成26年は明 
るく美しく光輝くような楽しい年でありますようお祈 
りいたします。 
 
幹事 松田 香純 会員 
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお 
願いします。来週は新春合同例会です。11時からとな 
っております。お間違えのないようにお願いいたしま 
す。 



 今月はロータリー理解推進月間です。この月間は、ロー
タリアン自身がロータリーへの理解を深めることが第一で
すが、ロータリアンではない周囲の人々にロータリーを紹 
介するというもう一つの大切な活動月間です。 

 さて具体的には何をすれば良いのでしょうか。何はともあ
れ、一度国際ロータリーのホームページを開いてみて下さ
い。数限りないロータリー情報が満載されています。つまり 
しっかりした情報源がそこにあることをご確認下さい。 

 私のこの１年間を振り返ってみたいと思いますが、会長
の方々は自分の年度はよく覚えているでしょう。しかし他
の会員の方は如何でしょうか、じゃ新たな会員候補にクラ
ブの説明をするには、当クラブではフェイスブックを使いク 
ラブの活動をわかりやすく見れるように努めています。 

 昨年２月は地域講演会 テーマは在宅医療として開催い
たしました。地域の方々がいかに在宅での療養生活を望
んでおられるかということが、わかりました。このプロジェク
トは司会や講演者すべてがロータリアンとその家族で行わ
れました。私の職業が医師です。じゃ何かプロジェクトを 
やってみようと開催されました。 

 次のロータリーの思い出の一つになったのが国際大会
です。なぜか、それは日本人がRI会長に就任されたからで

す。田中作次さん。何か日本人ロータリアンとして国際大
会を、そして日本人のRI会長を盛り上げることができない

かと考えました。そしてお琴の演奏をすることに、田中作次
さんからOKの連絡を頂き、会員一丸となって準備をしまし

た。お琴を演奏する人もいればお琴を準備する人もいます。
田中作次RI会長午餐会で日本のエンターテナーとして無
事演奏をおこなえることができました。本当の親睦を体感 
しました。 

 堺の観光船フェニックスⅡ号です。大型船を新たに就航
となり廃船となった船を、再利用するため浄化が急務であ
る諏訪湖、その環境に力を入れている諏訪湖RCに船を寄

贈。 堺市の小学生へのプロソフトボール選手（大阪グ
ローバル）による教室を開催、寒いなあ頑張る子供たちに 
、豚汁の配布、子供たちの笑顔を今でも思い出します。 

 ４クラブ合同の青少年交流会、北タイ ダムロン高校の
生徒、教諭を招き、地区内のインターアクトクラブと交流を 
行いました。 

 当クラブのプロジェクトでも、ロータリーのホームページで
もわかるように「ロータリーの目的」の第４項に“奉仕の理
念で結ばれた職業人が国際ロータリーの活動を通して、国
際理解、親善、および平和を推進すること” と記されており
ます。近年のロータリーはその活動を第４項に主眼をおい 
ているようです。 

 皆さんも、自分のロータリーの思いで、心に残る奉仕を、
しっかりとマイヒストリーとして、その記憶を会員増強のた
めにご努力され、ロータリアンが増えることを祈念し、終わ
ら さ せ て頂 き ます 。   （ 一 部  抜粋 し て ます ） 

会 長 中井 昭宏 



ロータリー・ファミリーの皆さま 
 
 こんにちは。2014年の第105回ロータリー国際大会
は、2014年6月1～4日、オーストラリアのシドニーで
開催されます。皆さまとシドニーでお会いし、「ロー
タリーを実践し みんなに豊かな人生を」の2013-14
年度テーマを実現できることを心から願っております。 
 
 国際都市のシドニーは、東西を結ぶ一つの拠点と言
えるでしょう。街中ではシドニー・オペラハウスや
ハーバーブリッジの壮観な建造物を楽しみ、都市部か
ら足を延ばすと光あふれるビーチやブルーマウンテン
の大自然を満喫することができます。ワインの産地、
ハンター・バレーを訪れるのもよいでしょう。大会前
の3日間と、大会後の1日間は、ニューサウスウェール
ズ州政府から提供される無料の公共交通機関サービス
を利用して、さまざまな場所を訪れることができます。
オーストラリア国内には、グレート・バリア・リーフ、
グレート・オーシャン・ロード、キャンベラ、メルボ
ルン、ブリズベン、ゴールド・コースト、アデレード、
パースなどの素晴らしい観光地がたくさんあり、お好
みに合わせて素敵な旅をご計画ください。 
 
 ロータリーだからこそ得られる楽しみや親睦、貴重
なプログラム、世界レベルのエンターテイメントと郷
土料理、そしてオーストラリアの大自然を体験するた
めにも、ぜひ国際大会にご登録ください。「ロータ
リーを実践し みんなに豊かな人生を」のテーマを通
じて、一緒に最高の時を楽しみましょう。 
 
心を込めて 
 
 
 
 
 
 
ロン・バートン 
RI 会長、2013-14年度 

 国際大会への参加を通じて、ロータリーが世界に与
えている影響を肌で感じ、クラブや地区が取り組む奉
仕の質を高める方法を学びましょう。国際大会に出席
する理由は実にさまざまです。 
 
•「ビーラボン」友愛の家の展示で奉仕プロジェクト
のアイデアを得たり、プロジェクトのパートナーを見
つける。 
  
•家族と楽しい時間を過ごす。 シドニーには、家族で
楽しめるアトラクションが数多くあります。 
 
•ポリオ撲滅、ソーシャルメディア、水問題など、各
分野の第一線で活躍する専門家の講演を聞く。 
 
•リーダーシップのスキルを高め、職業や人道的活動、
趣味で共通の関心を持つ人とのネットワークを広げる。
次期クラブ会長のための特別分科会や会長エレクト主
催リーダーシップ昼食会に出席し、仲間のリーダーと
の交流でアイデアを広げる。 
 
•ホスト組織委員会のロータリアンの企画によるシド
ニー観光を楽しむ。 
 
•今後の国際大会について情報を集める（特に、2015
年サンパウロ国際大会について）。 
 
 
家族で楽しむ 
 
見どころ満載のシドニーを訪れ、家族やゲストととも
に一生思い出に残る旅をお楽しみください。国際大会
のすべての行事が開催されるシドニー・オリンピッ
ク・パークには、子ども向けの公園や遊び場があり、
ショーも開催されています。ダーリングハーバーでは、
IMAXシアター、ショップ、レストラン、アジア外で最
大の中国式庭園などをお楽しみいただけます。疲れ知
らずのお子さんがいるご家族は、カンガルー、コアラ、
ウォンバットなどの動物たちと出会えるタロンガ動物
園やシー・ライフ水族館などを訪れてみてはいかがで
しょうか。 
 


