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ロータリーロータリーロータリーロータリーをををを実践実践実践実践しししし みんなみんなみんなみんなにににに豊豊豊豊かなかなかなかな人生人生人生人生をををを

5月1日(木)理事役員会を

ホテル第一堺2階にて17時30分より行います

5月22日今年度アッセンブリーがあります。

2013-2014年度活動報告をまとめていただき5月10

日までに事務局宛に、提出していただきますようお

願いします。

第一例会でもお話しましたが、皆様にはロータリ

アンの三大義務（会費の納入、例会出席、ロータ

リー雑誌の購読）を守って頂かなくてはなりません。

その中に「ロータリー雑誌の購読」が入っていま

す。「購入」ではなくて「購読」とされてます。

「ロータリーの友」の歴史について簡単に述べてお

きます。1952年４月に第60地区の地区大会が開催さ

れました。次の年の７月から日本の地区は「東日

本」と「西日本」の２地区に分かれることが決まっ

ていたので、この地区大会ではこれまで行動を共に

してきた日本のロータリアンが分割後も緊密に連絡

を取り合い、情報を共有するために機関誌を作成す

ることが企画されました。この機関誌が「ロータ

リーの友」の前身のようなものです。

このロータリーの友は日本中のロータリークラブ

の活動が報告されています。そして皆さん自身の活

動のヒントにもなると思います。ぜひ時間を作り読

んでいただきたいと思います。

もう一つ必ず守らなけばいけないのが例会出席の

義務です。会員は毎週開かれる例会に出席する義務

があり、ロータリー年度の半期ごとにメークアップ

を含む出席率が少なくとも50％以上、またホームク

ラブでは30％以上の出席をしなければなりません。

いずれの例会場であっても充当された時間、日本で

は概ね１時間）の60％は会場に留まらなければなり

ません（RC定款第９条第１節）。 また会場監督や

準備を行って頂く人のことを考えると無断欠席はし

ないのが普通です。相手を想いましょう。

ロータリアンとして最低限の義務を理解され例会

に参加されることをお願いします。またロータリー

の友電子版も本日お帰りになったら、ぜひご覧くだ

さい。

(1）

昨年2013年7月から開始された「国際ロータリー

財団夢計画（Future Vision）」の実施経過をご

報告いたします。

3年前年に当クラブの年次基金の寄付金は、恒久

基金の利息と合わせて一定の計算式のもとに、40

万8千円が平成26年1月30日に当クラブに振り込ま

れてきました。

当クラブが申請した奉仕事業は、「大阪グロー

バル」という少年野球教室への支援であり、地区

によって平成25年に既に承認、受理されています。

この活動は皆さんの協力のもとに昨12月に終了し

ました。しかし終了した事業に補助金は使用でき

ないルールであるため、新たに上記の活動に類似

した奉仕活動を再申請してこの40万円を使えるよ

うにすることになりました。

その経過はまたご報告いたします。



(2(2(2(2))))下半期下半期下半期下半期のののの年次基金年次基金年次基金年次基金へのおへのおへのおへのお願願願願いいいい。。。。

上半期上半期上半期上半期年次寄付年次寄付年次寄付年次寄付合計合計合計合計

＝＝＝＝5555､､､､686686686686ドルドルドルドル（（（（102102102102円円円円／／／／ドルドルドルドル））））55.7555.7555.7555.75万円万円万円万円

（寄付していただいた17名の会員には厚く感謝申

し上げます。）

堺フェニックスロータリークラブがクラブとし

て活動できている理由とは

当クラブが国際ロータリーの一員として正式に

加盟認証されているからであり、手続要覧に忠

実に従って行動していることを意味しています。

そして国際ロータリーが掲げる「ロータリーの目

的」に賛同し実践することを誓っているからです。

「ロータリーの目的とは世界平和の達成です」。

私たちはいわば世界平和達成のための「平和の戦

士」といえることがロータリアンの誇りです。

世界世界世界世界平和達成平和達成平和達成平和達成ににににはははは

◎ まず地域社会を良くするために地域に密着し

た奉仕活動が最優先されます。

◎ そして更には地球の裏側の、私たちが訪れた

ことも会ったこともない国の困っている人達

に援助の手を差し伸べることにあります。

この二つが相まって始めて世界は平和へと前進

することができます。

皆さんにお願いしている年次寄付の1/2は私たち

の地域社会(DDF)の奉仕活動に用いられ、後の1/2

はWF(世界基金)に集められ、RI財団のプログラム

に従って6重点分野に沿った人道的支援が行われま

す。

（今年度の年次寄付は3年後に使えることになりま

す）

「「「「あなたもあなたもあなたもあなたも年年年年にににに100100100100ドルドルドルドルをををを！」！」！」！」 世界120万人の

ロータリアンが全員100ドル寄付すれば年間に1200

億ドル（約1２0億円）が集まります。

毎年これだけの寄付金があれば世界は平和に一

歩近づくことができるのではないでしょうか。

◎◎◎◎年次年次年次年次寄付寄付寄付寄付のののの未未未未だのだのだのだの方方方方はははは残残残残されされされされ

たたたた5555月月月月～～～～6666月月月月にににに100100100100ドルドルドルドルののののごごごご寄付寄付寄付寄付をををを

おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。ごごごご協力協力協力協力どうどうどうどう

かよろしくおかよろしくおかよろしくおかよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。

100100100100ドルドルドルドル＝＝＝＝1111万万万万200200200200円円円円

寄付寄付寄付寄付のののの種類種類種類種類

年次年次年次年次基金基金基金基金は、ロータリー財団の人道的、教育的プ

ログラム一般を支えるための主要な財源となります。

大勢の子供たちに読み書きの機会を与えたり、安全

な飲み水を提供するために井戸を掘ったりするプロ

ジェクトは、財団の補助金による活動のほんの一例

です。

ポリオプラスポリオプラスポリオプラスポリオプラス基金基金基金基金はははは、、、、ポリオ（脊髄性小児麻痺）

は、身体麻痺の後遺症をもたらし、時として命さえ

も奪う伝染病です。この基金は、ポリオを世界から

撲滅するという目標を達成するために利用されます。

治療法のないポリオに対する最善の対策は予防です。

わずか米貨60セントのワクチンで、一人の子供を、

生涯身体の自由を奪うこの疾病から守ることができ

るのです。

年次基金が今日の財団プログラムを支える一方、

恒久基金恒久基金恒久基金恒久基金は明日の財団プログラムを確かなものとす

るために、元金には手をつけず投資収益のみを使い

ます。これにより、時代を超えた大勢の人々を支援

し、希望を分かち合うことができるのです。寄付額

に応じて、寄付者の名前をつけた冠名基金も設立で

きます。

寄付寄付寄付寄付のののの認証認証認証認証

ロータリーロータリーロータリーロータリー財団友財団友財団友財団友のののの会会員会会員会会員会会員：年次基金に毎年100ドル

以上のご寄付を誓約した方。

ベネファクターベネファクターベネファクターベネファクター：遺言またはそのほかの遺産計画に

財団恒久基金を受益者として指定した方、または恒

久基金に1,000ドル以上を現金で寄付された方。ベネ

ファクターには、認証状と記念の襟ピンが贈られま

す。

当クラブでは会長年度に寄付をしています。

ポールポールポールポールハリスハリスハリスハリスフェローフェローフェローフェロー：年次基金、ポリオプ

ラス、承認された財団補助金のいずれかに1,000ドル

以上を寄付した方。また、さらに追加で1,000ドルを

ご寄付いただくごとに、「「「「マルチプルマルチプルマルチプルマルチプルポールポールポールポールハハハハ

リスリスリスリスフェローフェローフェローフェロー」」」」として認証されます。

ポールポールポールポールハリスハリスハリスハリスソサエティソサエティソサエティソサエティメンバーメンバーメンバーメンバー：毎年1,000

ドル以上を、年次基金、ポリオプラス基金、または

ロータリー財団が承認した補助金プロジェクトに寄

付した方。

当クラブでは米田眞理子会員小野晃範会員中井

昭宏会員がメンバーです。

メジャードナーメジャードナーメジャードナーメジャードナー：累積寄付の合計が10,000ドルに達

した方。

当クラブでは米田眞理子会員小野晃範会員です。
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出席計算会員出席計算会員出席計算会員出席計算会員３２３２３２３２名名名名 欠席者欠席者欠席者欠席者 １３１３１３１３名名名名

出席免除会員出席免除会員出席免除会員出席免除会員 ３３３３名名名名

（（（（小林小林小林小林石田石田石田石田山田山田山田山田））））

免除出席者免除出席者免除出席者免除出席者 ００００名名名名

先先先先々々々々週修正出席率週修正出席率週修正出席率週修正出席率

８１８１８１８１．．．．２５２５２５２５％％％％

出席率出席率出席率出席率

５９５９５９５９．．．．３８３８３８３８％％％％

欠席報告欠席報告欠席報告欠席報告（（（（4444月月月月24242424日日日日））））

出席報告出席報告出席報告出席報告

犬伏 幸代 診療のため

河野 強 仕事のため

金谷 昌信 仕事のため

猿田 槙男 仕事のため

濱田 由美 仕事のため MakeMakeMakeMake----upupupup済済済済

米田 眞理子 仕事のため MakeMakeMakeMake----upupupup済済済済

山本 加容子 仕事のため

仁木 順子 仕事のため MakeMakeMakeMake----upupupup済済済済

片岡 富美子 仕事のため

田中 範子 仕事のため

京谷 知明 仕事のため MakeMakeMakeMake----upupupup済済済済

酒井 誠 仕事のため

吉住 哲洋 仕事のため MakeMakeMakeMake----upupupup済済済済

MakeMakeMakeMake----upupupup報告報告報告報告

吉住 哲洋 24日 東京米山REC

中井 崇嗣 27日 地区研修協議会

松本美和子 27日 地区研修協議会

京谷 知明 27日 地区研修協議会

中井 昭宏 27日 地区研修協議会

内藤絵梨奈 27日 地区研修協議会

吉住 哲洋 27日 地区研修協議会

松田 香純 27日 地区研修協議会

小野 晃範 27日 地区研修協議会

片木 修 27日 地区研修協議会

上田 俊夫 27日 地区研修協議会

仲峯 豊 27日 地区研修協議会

中野 一郎 27日 地区研修協議会

堺清陵堺清陵堺清陵堺清陵ロータリークラブロータリークラブロータリークラブロータリークラブ 幹事幹事幹事幹事 物種物種物種物種 唯修唯修唯修唯修 様様様様

中井会長様、松田幹事様、母がお世話になりました。

有難うございます。これからもよろしくお願い致し

ます。

会長会長会長会長 中井中井中井中井 昭宏昭宏昭宏昭宏 会員会員会員会員

いよいよ２７日は次年度のための地区協議会です。

担当理事役員の皆様よろしくお願いします。

幹事幹事幹事幹事 松田松田松田松田 香純香純香純香純 会員会員会員会員

本日は京谷会員の急な欠席にて中井会長には無理を

おねがいし、卓話をして頂き有難うございます。

小野小野小野小野 晃範晃範晃範晃範 会員会員会員会員

下半期も余すところ後2ヶ月となりました。『毎年

あなたにも100ドルを』年次寄付のまだの方、世界

平和達成のためにどうかよろしくお願い申し上げま

す。

上好上好上好上好 まゆみまゆみまゆみまゆみ 会員会員会員会員

福井フェニックスRCから、おみやげありがとうござ

います。

仲峯仲峯仲峯仲峯 豊豊豊豊 会員会員会員会員

こんにちは、今後ともよろしくお願い致します。福

井フェニックスRCからおみやげありがとうございま

す。中井会長、卓話すいません。

松本松本松本松本 美和子美和子美和子美和子 会員会員会員会員

長い間休んですいません。顎の怪我もよくなりまし

た。今日はいろいろロータリーの事勉強させて頂き

ます。卓話変更ありがとうございました。

田辺田辺田辺田辺 弘樹弘樹弘樹弘樹 会員会員会員会員

叔父の四十九日が昨日終わりました。仏となった彼

に微笑を添えて。



地 区 研 修地 区 研 修地 区 研 修地 区 研 修  協 議 会協 議 会協 議 会協 議 会

2014201420142014−−−−2015201520152015年度年度年度年度のためののためののためののための地区研修地区研修地区研修地区研修協議会協議会協議会協議会についてについてについてについて

会長エレクト 中井崇嗣

2014年4月27日（日）次年度のための地区研修協議会が開催されました。

まず、お忙しい中クラブを代表してご出席くださいました上田俊夫会員、小野晃範会員、片木修会

員、内藤絵梨奈会員、仲峯豊会員、松田香純会員、松本美和子会員、吉住哲洋会員、村尾利一会員

の皆様に御礼申し上げます。

地区研修協議会では各部門にわかれそれぞれの地区方針をお聞き頂きました。皆様におかれまし

ては大変お忙しいとは存じますが、次年度のクラブ計画立案のため、それぞれご出席頂きました部

門の報告と各委員長におかれましては次年度の活動計画を５月１７日（土）までにお願い致します。

次年度は地区役員として中野一郎会員がガバナー補佐、京谷知明会員がロータリーの友地区代表委

員、中井昭宏会員がローターアクト委員長、松田香純会員がインターアクト委員になられます。ク

ラブ会員の皆様には地区役員をされる方々に対しまして何卒ご理解とご協力をお願い致します。

２０１４年４月２７日
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