
第796回例会 通巻760号 

平成26年2月6日 2013-2014年度Ｎｏ.28 

第７９６回  ２０１３－２０１４年度  第３０回目 

１月３０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 

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 

卓話 チェンライRC 会長 原田 義之 様 

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  

2月15日例会変更 堺かるた大会 

2月22日例会変更 在宅医療講演会 

日本の各地区の次年度ガバナーの方々 

国際ロータリー第2640地区 
    パストガバナー  大澤 徳平 様 
    ガバナーエレクト 辻  秀和 様  
    ガバナーノミニー 豊澤洋太朗 様 
  ロータリー財団委員長 大森 豊  様 
   次年度地区代表幹事 山崎 規男 様 
国際ロータリー第3360地区 
    チェンラーイRC   
          会長 原田 義之 様 
国際ロータリー第2640地区 
    Rotary E-Club Sunrise of Japan 
          会長 豊澤たつみ 様 
          幹事 柳瀬 智明 様 
         副幹事 野上 正夫 様 
    堺フラワーRC    
          幹事 中野 克隆 様 
    和歌山西RC 
        直前会長 中筋 正浩 様 
    岸和田東RC 
             雪本 孝治 様 
国際ロータリー第2650地区 
    奈良ローターアクトクラブ 
             吉岡 毅  様 
米山記念奨学生      シュウ ブン様 
初芝立命館インターアクトクラブ 
    顧問  坂谷 牧美 様 
     岩垣 遼馬 君 岡部 成哉 君  
     楠村 聡  君 北野 智花 さん 
 



 
 皆さんこんばんは、今日は欠席連絡が多く、風邪
症状の方や下痢の方もおられます。堺市でもインフ
ルエンザが猛威を振るい大流行しています。またノ 
ロウィルス感染も認められます。 
 
 今日は予防について少しお話をしたいと思います。 
インフルエンザ予防には、手をしっかり洗う、マス
クを着用する、加湿を行う。そして免疫力を維持す
ることが大切です。じゃ免疫って、睡眠を良くとる 
こと、体を冷やさないなどです。 
 ノロウイルスに感染するには、ノロウイルスの感
染はほとんどが経口感染（口から体内に入り感染す
る）であり、次のような感染経路があると考えられ
ています。 感染者のウイルスが大量に含まれる便
や吐物などから直接もしくは二次的に感染する場合、 
調理などを行う食品取扱者が感染しており、その者
を介して汚染した食品を食べた場合、ウイルスに汚
染された貝類（特に二枚貝）を、生あるいは十分に
加熱調理しないで食べた場合、ウイルスに汚染され
た井戸水や簡易水道を消毒不十分で摂取した場合な
どがあります。最近の報道ではトイレ感染といわれ
ています。保菌者が糞便をし、その糞便が空気中に
噴霧されたため、そのトイレで感染している。必ず 
次亜塩素で消毒をして下さい 
  
 1 月はロータリーについて正しく理解することを
特に強調する月間です。とお話してまいりました。
『最もよく奉仕する者、最も多く報いられる』とい 
う実践的な倫理原則に基づくものである」と。 
 2月23日の創立記念日は、世界理解と平和の日
（World Understanding and Peace Day）と定めら
れ、各クラブはこの日、国際理解と友情と平和への
ロータリーの献身を特に認め、強調しなければなり 
ません。 
 さらに2月23日に始まる1週間を「世界理解と平和
週間」と呼び、ロータリーの奉仕活動を強調するこ 
とを決議しました。 
 

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

 
 下半期会費の納入お願いをメール、もしくは書面
にて配布させていただいております。クラブ定款第
10条及び第11条第三節により30日以内の期限内に願 
いいたします。 

 
 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。 
 
 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。 
 
 
 インフルエンザが大流行しております。手洗い、
うがいを行い感染予防をしましょう。 
 
 
 

 
 今年度、久保ガバナーより創立記念日にちなみ日
本全国で一斉に活動することが地区方針に書かれて
いました。当クラブは昨年度も開催しました。医
療・看護・介護の講演会を開催したいと思います。 
ぜひご参加いただけますようにお願いします。 
 



にこにこ報告 

在籍者   ３４名 出席者   １６名 

出席計算会員３２名  欠席者   １６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 
     ５９．８３％ 

出席率 
    ５０．００％ 

欠席報告（1月30日） 

出席報告 

犬伏 幸代 療養のため 

内藤 絵梨奈 仕事のため Make-up済 

山田 真樹 仕事のため  

仁木 順子 仕事のため 

濱田 由美 仕事のため 

片木 修 

松本 美和子 仕事のため 

片岡 富美子 療養のため 

上好 まゆみ 療養のため 

酒井 誠 仕事のため 

辻野 美智子 療養のため 

山本 加容子 仕事のため 

中田 聡 仕事のため Make-up予定 

田中 範子 仕事のため 

河野 強 仕事のため 

吉川 美幸 

Make-up報告 

中野 一郎 26日 米山記念奨学生選考会 

米田眞理子 26日 米山記念奨学生選考会 

会長 中井 昭宏 会員 
 
 インフルエンザ・ノロ感染症が流行っています。
感染予防に心がけて下さい。本日は体調不良の 
方々ご自愛下さい。 
 
 
PDG 米田 眞理子 会員 
 
 お正月からお休みさせて頂き申し訳ございませ
ん。26日には新年度米山選考面接会を開催し、新 
しい奨学生15名が選ばれました。 
 
 
会長ノミニー 仲峯 豊 会員 
 
 こんばんは。本日の例会つたないSAAですが、 
しっかりさせて頂きます。よろしくお願いします。 
 
 
幹事 松田 香純 会員 
 
 インフルエンザは流行ってきております。手洗
いうがい等予防して罹らないようにしましょう。
中井会長エレクト、急なクラブフォーラムお疲れ 
様でした。  

 
 
 



 

  原田 義之（ １９４３年生 ６９才 ）  
 
学歴   
福島県立福島高校卒後、慶應義塾大学商学部卒 
 
職歴   
大阪銀行を経て、フジマサ機工㈱とゼオテック㈱ 
両代表取締役歴任 
 
現在   
３３６０地区（タイ北部）チェンライRC会長 
    
・NPO法人タイ国学生日本語教育環境支援プロジェクト 
    理事長（略称 JALET）   
・タイ国立ダムロン高校 （日本語、日本文化担当） 
    教師 
・神戸市教育委員会 生涯センター（国際関係論） 
    講師 
 
主要奉仕暦 
・チェンライ地区32小学校に対し16年間図書寄贈 
（一部RI2680地区、高砂青松RC支援を受ける） 
・NPO法人設立 活動認定 
2007年  
日本国外務省より日タイ修好120年推進事業に認定 
2008～12年  
兵庫県 国際協力協会助成金認定 ５回 
2010年  
アサヒビール・ワンカップ国際奉仕賞受賞 
 
・個人の国際奉仕活動として 
2009年～  
タイ国ダムロン高校教師（ボランティア教師） 
2009年～  
少数民族 アカ族に対する支援活動開始 
人類的課題「エイズ、麻薬、人口問題」の根源で ある、
少数人族婦女子（特に子供達）の「識字率向上」の奉仕
を目指し、15年来既知のアカ族アリヤ氏が主宰する子供
寮「夢の家」支援のため、わが身を現地に移し奉仕活動
中 
著書 「輝く瞳に会いに行こう」幻冬舎ルネッサンス 
２０１１年刊（現在第3版刷） 
 

（ ローターアクト全国大会 特別記念講演 ２０１３．２．１０） 
 
２５１０地区 札幌西北RC 
２５３０地区 原町中央ＲＣ、保原ＲＣ、いわき勿来ＲＣ、郡山西北
ＲＣ、南相馬ＲＣ、福島ＲＣ、郡山ＲＣ、二本松ＲＣ 
２５５０地区 足利東ＲＣ                １ 
２５６０地区 中条胎内RC、新発田城南RC 
２５７０地区 春日部ＲＣ、春日部西ＲＣ、春日部南ＲＣ、 
２５８０地区 東京練馬西ＲＣ、東京お茶の水ＲＣ、東京城南ＲＣ、 
東京目黒ＲＣ 
２６４０地区 和歌山西RC 
２６５０地区 京都東ＲＣ、京都さくらRC、京都紫竹ＲＣ，敦賀ＲＣ、 
       奈良ＲＣ，平城京ＲＣ 
２６６０地区 くずはＲＣ 
２６８０地区 北条ＲＣ、加古川ＲＣ、高砂ＲＣ、明石南ＲＣ、三木
ＲＣ 
宝塚武庫川ＲＣ、西宮夙川ＲＣ、加古川中央ＲＣ、龍野ＲＣ， 
上郡ＲＣ，神戸東灘ＲＣ，明石北ＲＣ，尼崎中ＲＣ，尼崎北ＲＣ、神
戸中ＲＣ，神戸須磨ＲＣ芦屋ＲＣ、神戸西神ＲＣ，神戸北ＲＣ、神戸
垂水ＲＣ，宝塚中ＲＣ，淡路ＲＣ，和田山ＲＣ，加古川平成ＲＣ， 
宝塚中ＲＣ 
２６９０地区 益田ＲＣ、倉敷中央ＲＣ 
２７１０地区 広島西ＲＣ、尾道ＲＣ、岩国ＲＣ、岩国西ＲＣ、岩国
中央ＲＣ、呉ＲＣ 
２７２０地区 大分中央ＲＣ，杵築ＲＣ 
２７５０地区 東京成城新ＲＣ 
２７７０地区 浦和北ＲＣ 
２７９０地区 松戸東ＲＣ 
２８２０地区 日立ＲＣ、水戸南RC、水戸東ＲＣ 
２８３０地区 五所川原中央ＲＣ 
２８４０地区 桐生西ＲＣ 
 
２８２０地区 １グループ ＩＭ特別講演講師 
２５９０地区 １，２，３グループ ＩＭ特別講演講師 
２５９０地区 ４，５グループ ＩＭ特別講演講師 
ローターアクト第２５回（２０１３．１）全国大会 記念講演講師 
       京都北ＲＡＣ、京都西北ＲＡＣ 
２６５０地区 ローターアクト京都北、ローターアクト京都西北 
 
                          etc               



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多くのことを学びます。 
 インターアクターからの声も多く、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 
人会長です。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。この会の成功には山崎IAC委員長
の多くの努力があり、成功しました。感謝いたし 
ます。 
 
 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。 
 
 お手伝い頂いた皆様ありがとうございました。 
 
 今回は当地区のインターアクター、ロータリア
ンはもちろんの事、2660地区、2650地区のロー
ターアクター、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、
すべてアカ族のトイレの公衆衛生プロジェクトの
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、平成26年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。 


