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開会点鐘開会点鐘開会点鐘開会点鐘 会会会会 長長長長 中井中井中井中井 昭宏昭宏昭宏昭宏
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おおおお客様紹介客様紹介客様紹介客様紹介 親睦委員長親睦委員長親睦委員長親睦委員長 田辺田辺田辺田辺 弘樹弘樹弘樹弘樹

会長会長会長会長のののの時間時間時間時間 会会会会 長長長長 中井中井中井中井 昭宏昭宏昭宏昭宏

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告 幹幹幹幹 事事事事 松田松田松田松田 香純香純香純香純

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告 副幹事副幹事副幹事副幹事 内藤絵梨奈内藤絵梨奈内藤絵梨奈内藤絵梨奈

ニコニコニコニコニコニコニコニコ報告報告報告報告 副副副副SAASAASAASAA 仲峯仲峯仲峯仲峯 豊豊豊豊

出席報告出席報告出席報告出席報告 副副副副SAASAASAASAA 仲峯仲峯仲峯仲峯 豊豊豊豊

閉会点鐘閉会点鐘閉会点鐘閉会点鐘 会会会会 長長長長 中井中井中井中井 昭宏昭宏昭宏昭宏

6/56/56/56/5 卓話卓話卓話卓話 秋山幸子様秋山幸子様秋山幸子様秋山幸子様

6/126/126/126/12 中井中井中井中井 昭宏会長昭宏会長昭宏会長昭宏会長 国際大会報告国際大会報告国際大会報告国際大会報告

日本日本日本日本のののの各地区各地区各地区各地区のののの次年度次年度次年度次年度ガバナーガバナーガバナーガバナーのののの方方方方々々々々

シドニーシドニーシドニーシドニー国際大会国際大会国際大会国際大会

年に1度のロータリー国際大会で、世界中の仲

間との出会いを楽しみませんか。シドニーで2014

年6月１～4日に開かれる国際大会には、ポリオや

ソーシャルメディアなど各分野で活躍するエキス

パートも参加し、奉仕のアイデアを得る絶好の機

会となります。もちろん、友愛の家では、交流を

通じて協力と親睦の輪がさらに広がるでしょう。



ENGAGE ENGAGE ENGAGE ENGAGE ROTARY   CHANGE ROTARY   CHANGE ROTARY   CHANGE ROTARY   CHANGE LIVESLIVESLIVESLIVES

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

例会終了後今年度アッセンブリーがあります。

宜しくお願いします

「ロータリーって何」「あなたはなぜロータリアン

なの」と質問をされたら、皆さまはどのように答え

ますか。今年度の会員増強では１人１人がロータ

リーについて語れるようになろうとお願いしてまい

りました。

多くのロータリアンが「先輩に言われて断われな

かったから」「取引先の人に言われて仕方なく」と

いうのが入会の理由、という人も多いかもしれませ

ん。逆に「自分に合った奉仕ができるから入会し

た」という方も居られると思います。

標準ロータリークラブ定款第9 条に、出席に関し

て書かれていますが、その第1 節には、「各会員

は本クラブの例会に出席するべきものとする。（後

略）」とありますが、このように、例会への出席は、

ロータリークラブの会員の義務の一つになっていま

す。まさにここにおられることがロータリアンとな

ります。そしてこの時間（クラブの例会時間）に合

わせて仕事を調整し、例会に出席することが、それ

ほど皆さんは難しいことではなくなってくるはずで

す。

クラブの奉仕活動に参加し、仲間たちとともに活

動をすることによって、お互いに本当に良い仲間だ

と思えるようになるでしょう。自分たちが手を差し

伸べた人々の笑顔を見て、「ありがとう」という言

葉を聞いて、自分がその人たちにあげたものより、

その人たちからもらったものの方が、ずいぶん多い

と気づくかもしれません。

国際大会に参加すれば、世界中に友人や仲間がい

ることがわかります。外国のロータリアンたちと、

国や言葉の壁を乗り越えて親しくなることができま

す。ロータリーで皆さんもぜひ良い体験をして下さ

い。

感動体験をしたら、それがロータリーモーメント

かも知れません。

5月29日は次年度アッセンブリーがあります。

2014-2015年度活動報告をまとめていただきまでに

事務局宛に、提出していただきますようお願いしま

す。
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（（（（小林小林小林小林・・・・石田石田石田石田・・・・山田山田山田山田・・・・山本山本山本山本））））

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

７８７８７８７８．．．．１３１３１３１３％％％％

出席率出席率出席率出席率

７７７７７７７７．．．．４２４２４２４２％％％％

欠席報告欠席報告欠席報告欠席報告（（（（5555月月月月22222222日日日日））））

出席報告出席報告出席報告出席報告

小野 晃範 会員 仕事のため

金谷 昌信 会員 仕事のため

河野 強 会員 仕事のため

田中 範子 会員 仕事のため

内藤絵梨奈 会員 仕事のため

吉川 美幸 会員 療養のため

京谷 知明 会員 仕事のため make up 済

MakeMakeMakeMake----upupupup報告報告報告報告

村尾会員 18.19日 地区「祈念植樹ツアー」

京谷会員 18.19日 地区「祈念植樹ツアー」

中野会員 25日 次年度ガバナー補佐会議

吉住会員 26日 東京米山REC

国際国際国際国際ロータリーロータリーロータリーロータリー第第第第2640264026402640地区地区地区地区 次期米山記念奨学委員会次期米山記念奨学委員会次期米山記念奨学委員会次期米山記念奨学委員会

委員長委員長委員長委員長 雪本雪本雪本雪本 孝治様孝治様孝治様孝治様

先日の米山学友親睦交流会には米田理事様、中井会長

様、京谷会員様、松本会員様には大変お世話になり、

誠にありがとうございました。今後ともどうぞよろし

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

森山様堺フェニックスRCへようこそおこし頂きました。

本日は今年度アッセンブリーお疲れ様でした。ありが

とうございます。

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

本日は例会後クラブ協議会です。みなさま一年間の活

動報告よろしくお願いします。

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

この前はロータリーバッチを忘れてしまいました。す

みません。お詫びにニコニコ箱に入金します。

猿田猿田猿田猿田 慎男慎男慎男慎男 会員会員会員会員

無事、新宮市の植樹を終りました。



RIの報告では、年間10万人の新入会員があるにか

かわらず、10万人が退会しているというのが現状で

した。毎年３％の会員純増という目標のもと、若年

層・女性会員（専業主婦も含め）と視野を広げて広

報活動を行ってきました。また、並行して退会防止

にも力を注いで頂きました。ありがとうございます

目標を3名以上の会員純増として、この１年間委員

長を務めました。5名の方が入会され、1名の方が退

会されました。結果、5名増、1名減、トータル、プ

ラス4名で目標クリア現在35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。

会員増強会員増強会員増強会員増強・・・・維持委員会維持委員会維持委員会維持委員会

委員長委員長委員長委員長 砂原砂原砂原砂原孝史孝史孝史孝史

委員会活動報告委員会活動報告委員会活動報告委員会活動報告

他の委員会と連携し、職業分類表の適正化を常に念

頭に置き、奉仕活動の原動力となるべくアクティブ

な新入会員の獲得を通じてクラブの発展に貢献して

いくように努めた。

職業分類表の充填、未充填の現状を会員に認識して

頂き、会員増強の指針となるものを示していくこと

で、これまでにない職業の方々に入会して頂けた。

例会はもちろんのこと、行事や事業への参加などを

参考にし、退会意思の気配を敏感に察知して、ロー

タリーの手続要覧に従い、会長幹事とともに相談し

進めてきた。

職業選考分類委員会職業選考分類委員会職業選考分類委員会職業選考分類委員会

委員長委員長委員長委員長 犬伏幸代犬伏幸代犬伏幸代犬伏幸代

1）堺フェニックスロータリークラブのFacebookペー

ジを開設。

日々のロータリー活動の様子を定期的に投稿する

ことにより、周囲に自クラブの

活動を広報致しました。

2）諏訪湖ロータリークラブへのボートの寄贈を、

「ロータリーの友」で紹介。

3）週報を継続してホームページにて掲載しました。

クラブクラブクラブクラブ広報広報広報広報ITITITIT委員会委員会委員会委員会

委員長委員長委員長委員長 田辺弘樹田辺弘樹田辺弘樹田辺弘樹



米田眞理子パストガバナーのRI規定審議会代表議

員により当クラブへの2013年度手続要覧のRIからの

情報はより正確に伝達されています。

中井昭宏会長によるRI・地区との交流により会員

の皆様への情報伝達は速やかに行われました。

委員会と致しましては

前期に4名

猿田槙男会員

吉住哲洋会員

宮前美穂子会員

村尾利一会員

後期は1名

小山武士会員

の新入会員の方へのインフォメーションを米田眞理

子会員、中井昭宏会長、京谷知明会員の協力により

行いました。

ロータリーロータリーロータリーロータリー情報委員会情報委員会情報委員会情報委員会

委員長委員長委員長委員長 石田得子石田得子石田得子石田得子

活動報告

今年度は前岡田委員長の「気配り、心配りで笑顔

の輪を」のスローガンの元、活発な会員増強活動が

おこなわれ、新入会員の歓迎会やアフターフォロー

もきっちりと行われたのは良かった。この気運がさ

らに発展しクラブの拡大につながることを期待して

います。

クラブクラブクラブクラブ管理運営委員会管理運営委員会管理運営委員会管理運営委員会

委員長委員長委員長委員長 上田俊夫上田俊夫上田俊夫上田俊夫

また親睦委員会を中心にした楽しい家族会はクリ

スマス例会を頂点に福井フェニックスRCとの合同花

見例会や諏訪湖RCとの交流、その他音楽会、食事会

などにもおよび、この気運を次年度にもつなげて

いっていただきたいと思います。

クラブ会報はビジュアル面で写真を多用し、記録

としての目的は十分達成できていたように思います。

反省と今後へ

今期は当初からクラブ事務所がおかれず、事務員

なしの活動には無理があり、その分、問題点が多々

見られたように思います。地区を見回しても10人足

らずの小クラブでも事務員を置き、きめ細かな活動

を行っているのでここは反省点の第一に上げたい。

幸い期末になってようやくベテランの事務員が見つ

かったのはクラブにとっても朗報です。

1）各種お祝い、会員誕生日・会員記念日・家族記念

日・創業記念日の4種を、会員の皆様にお贈り致しま

した。

2) クリスマス例会をロータリーファミリー、みんな

で開催しました。

3）4月には、福井フェニックスロータリークラブと

合同で、滋賀・長浜において花見例会を開催し、親

睦を深めました。

4）今年度は会員増強が特に多く、新会員の入会式の

後に歓迎会を設け、親睦を深めました。

親睦親睦親睦親睦・・・・友好友好友好友好クラブクラブクラブクラブ委員会委員会委員会委員会

委員長委員長委員長委員長 田辺弘樹田辺弘樹田辺弘樹田辺弘樹

2013年度手続要

覧は日本で一番

早く皆様にお届

けできました。



中井会長の方針に則り、会員の皆様の活動が伝わる会

報の作成を心がけてきました。

目標として、

会員の皆様に原稿の投稿を依頼することはうまくできま

せんでした。

誤字・脱字・内容に不備が無い様に必ず二つの目で

チェックすることの関しては会長、幹事、広報委員長、副

幹事、会長エレクト、会長ノミニー、会員の中で週報を読

んでいただいている会員様との協力により行えました。

クラブ、地区、RIの情報を提供する ことに関しては会長

の情報量のお蔭だと感謝いたします。

田辺IT委員長の

デザインされた

トップページロゴ

歴代のRI会長の

写真とテーマを

配置

クラブクラブクラブクラブ会報委員会会報委員会会報委員会会報委員会

委員長委員長委員長委員長 中井崇嗣中井崇嗣中井崇嗣中井崇嗣 諏訪湖RCへの

贈呈式

小学生へ夢を

互輪会開催

世界インターアクト週間

表彰

輝け堺フェニックスRC



奉仕プロジエクトは今年度、中井昭宏会長様のリー

ダーシップの下、職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青

少年奉仕への素晴らしい実績を上げました。

詳細報告は上半期は中野奉仕委員長、下半期は猿田

奉仕委員長から、また青少年奉仕は内藤委員長から報

告があります。

社会奉仕ですが年度早々8月に諏訪湖を蘇らせるた

めの「堺フェニックス号」を諏訪湖RCを介して寄贈し

ました。米山記念奨学生だったミゲル君が本件に貢献

しています。寄贈イベントにはクラブから関係者が多

数参加し、諏訪湖のスワン号船上で花火の見物・BBQ

等で諏訪湖ＲＣ様との交流を深めました。長野ではマ

ルコメ味噌の会社見学をし、地域密着型の職業理念に

ついて学んできました。

2月には『堺かるた大会』を見事に復活させ、6月号

ロータリーの友に掲載されます。次年度からの継続事

業に検討されることになりました。交通安全啓蒙活動

ならびに内川土居川清掃活動、花のある街アート展等

既存の奉仕事業に加えて、日韓合同会議に多数会員が

参加するなど、地域ならびに国際的なニーズを模索検

討しながら、良いことをしようというスローガンの下、

数々の奉仕活動がなされたことを高く評価したいと思

います。

国際奉仕ではタイ国アカ族への支援活動をいたしま

した。インターアクトクラブとの連携で、まず12月に

交流を進めてから、寄付金を募り、不潔な食堂を清潔

な食堂へ改装するという、さらに次年度に食堂の完成

を見学する機会をつくり将来に繋げる国際支援活動と

いたしました。

特に、我クラブが力を入れている青少年奉仕活動で

すが、インターアクターを例会でに招待し、交流はも

ちろんのこと、全てのインターアクト行事に参加し支

援してまいりました。

ソフトボールチーム支援活動では、豚汁の炊き出し

４００食を初め、インターアクトのタイアカ族との交

流会では同じく豚汁の炊き出し等により、女性会員が

４４％を越える我クラブの特色を生かし、困難と思え

ることも容易に取り組み、好評・好成績を残し、青少

年にロータリーの理想を印象付けたと確信しておりま

す。

全ての分野における効果的な奉仕活動がなされたこ

とを、関係皆様に感謝申し上げますとともに、概ねの

報告といたします。

奉仕奉仕奉仕奉仕プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト委員会委員会委員会委員会

委員長委員長委員長委員長 米田眞理子米田眞理子米田眞理子米田眞理子



中井昭宏会長方針に則り、米田委員長の指示のも

と会員皆が楽しく参加できるよう奉仕プログラムの

構築に努めました。

社会奉仕、職業奉仕、国際奉仕の３大奉仕部門を

担当いたしますが、会員皆が委員会メンバーである

(ＣＬＰに依る)との認識において協力をお願いし進

めてまいりました。

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

10月16日

堺市立津久野中学校 中井会長 出前卓話

★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

1月30日

奉仕のクラブフォーラムを担当 中井会長にて開催。

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。

12月23日

タイ王国アカ族への支援 トイレの建設事業

2月 6日

チェンライRC 会長 原田義之様を迎え識字率につ

いて卓話

3月 6日

タイ王国アカ族への支援 食堂の建設事業

3月 9日

土居川清掃活動

3月18日

堺11RC互輪会開催

3月22日

地域への奉仕プロジェクト

地域のニーズに合わせた在宅医療講演会を開催、

ロータリーの創立記念日に合わせ日本全国でポリオ

募金活動

4月5日

滋賀県長浜に親睦旅行

4月6日

福井フェニックスRCとの合同花見例会を開催 桜ク

ルーズを開催し、近江牛のすき焼きにて親睦を深め

ました。

移籍一年生の私に、委員長の大任を仰せつかり、

戸惑いの中、前クラブでの事業「堺かるた大会」を

引き継いでいただいた事に、心よりお礼申し上げま

す。前年に行っていたとはいえ事業の取り組みは、

全く初めての事ばかりで、戸惑うことが多く、色々

な面で勉強になりました。子供達の「堺かるた」に

対しての真剣な取り組みが一人々の表情に現れてお

り、うれしく思い心が癒されました。当クラブ会員

の協力も頼もしく、予行なしの本番でしたが、上手

にこなして頂き、ありがとうございました。

奉仕委員会奉仕委員会奉仕委員会奉仕委員会

委員長委員長委員長委員長 猿田槙男猿田槙男猿田槙男猿田槙男



ロータリーを実践し、みんなに豊かな人生をロータ

リーを通じて、子供たちが夢を持てる世界を作ること

ができるように努めました。

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11日

地区ROTEXの会議に

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

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23日

恒例の行事IAC海外研修に代わり、「輝く瞳に会いに

行こう」大阪大作戦 青少年交流会を企画、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

講演を行って頂きました。その後の親睦交流会でも餅

つき、豚汁を配布し日本の昔の遊具など数多くの交流

行事が開催されました。

青少年奉仕委員会青少年奉仕委員会青少年奉仕委員会青少年奉仕委員会

委員長委員長委員長委員長 内藤絵梨奈内藤絵梨奈内藤絵梨奈内藤絵梨奈

1月11日

初芝立命館高校IAC例会に出席

2月16日

IAC三者交流会

4月17日

世界インターアクト週間表彰

5月15日

インターアクトクラブRI会長賞受賞

今年度は本当に多くの青少年部門に多くの方が参加

して頂きありがとうございました。これもCLPを理解

されているからだと感謝いたします。会長・幹事はす

べてに参加されました。お疲れ様でした。

米山奨学生との交流、IACとの交流は恒例となり、

活発に行う事ができていたと思います。

「輝くひとみに会いに行こう」の原田 義之先生との

交流の中で私達の知りえない事を学ぶ事ができた機会

となりました。今年度も青少年奉仕活動は効果的な活

動がなされたことを御報告いたします。



・2013年度から開始された新しいロータリー財団

「未来の夢計画」を会員によく知っていただくこと

を心掛けた。

・ロータリー財団の標語「世界でよいことをしよ

う」を掲げ寄付金を募った。

[活動報告]

・H25年11月14日 財団月刊： 大森豊地区財団委員

長を招聘し卓話をして頂いた。

・H25年11月21日 堺フェニックス勉強会： 「新し

い財団未来の夢計画とは」について小野クラブ財団

委員長が説明した。

・H26年4月24日委員長報告：、財団寄付の意義を話

し下半期の寄付を募った。

・H25年5月に地区補助金の申請を行い地区財団委員

会で承認され、H26年1月RI財団より地区を経由して

当クラブ口座に¥ 4 0 8 ､ 0 0 0が振り込まれる。

地区補助金の申請事業名「大阪グローバル」、現

在実施中。

[[[[財団寄付集計財団寄付集計財団寄付集計財団寄付集計]]]]（（（（1USドル/102円） クラブ目標:200 

USドル,  7月1日会員数:31名

・年次年次年次年次寄付合計寄付合計寄付合計寄付合計：：：： 5.6865.6865.6865.686 USUSUSUSドルドルドルドル（（（（58585858万円万円万円万円））））

（一人当たり183  USドル現時点で目標額に届かず）

・恒久恒久恒久恒久基金寄付合計基金寄付合計基金寄付合計基金寄付合計：：：： 1.0061.0061.0061.006 USUSUSUSドルドルドルドル

・ポリオ寄付合計： 1,470 USドル（15万円）

（全員100ドル寄付目標達成・・ロンバートンRI会長

より表彰）

[[[[今年度今年度今年度今年度2013~20142013~20142013~20142013~2014年年年年のののの認証表彰会員認証表彰会員認証表彰会員認証表彰会員]]]]

年次基金年次基金年次基金年次基金 （（（（6666名名名名））））

ポールハリスソサイエティポールハリスソサイエティポールハリスソサイエティポールハリスソサイエティメンバーメンバーメンバーメンバー

米田眞理子会員 小野晃範会員 中井昭宏会員

ポールハリスフェローポールハリスフェローポールハリスフェローポールハリスフェロー

松本美和子会員 上好まゆみ会員

マルチプルポールハリスフェローマルチプルポールハリスフェローマルチプルポールハリスフェローマルチプルポールハリスフェロー

PHF-1 松田香純 会員

PHF-5 中井昭宏 会員

PHF-7 小野晃範 会員

PHF-8 米田眞理子会員

恒久恒久恒久恒久基金基金基金基金 （（（（1111名名名名））））

ベネファクター 中井昭宏 会員

ロータリーロータリーロータリーロータリー財団委員会財団委員会財団委員会財団委員会

委員長委員長委員長委員長 小野晃範小野晃範小野晃範小野晃範

米山記念奨学委員会米山記念奨学委員会米山記念奨学委員会米山記念奨学委員会

委員長委員長委員長委員長 片岡富美子片岡富美子片岡富美子片岡富美子

米山記念奨学事業の使命は『将来、日本と世界と

を結ぶ懸け橋となって国際社会で活躍し、ロータ

リー運動の良き理解者となる人材を育成すること』

です。そのためにクラブ員一丸となり支援すること

に努めました。

今年度の米山記念奨学生はシュウ ブンさんです。

当クラブが世話クラブとしてうまく支援ができまし

た。これも石田カウンセラーのサポートのお蔭だと

感謝いたします。

米山記念奨学会への寄付 １人当たり 普通寄付

6.000円 特別寄付14.000円に会員のみなさまが協力

して頂けるように情報を提供してまいりましたが、

約2/3の会員の方々がご寄付をしていただけました。

米山記念奨学金個人寄付金額の平均が日本で３位

となりました。

今年度今年度今年度今年度、、、、個人個人個人個人のののの寄付表彰寄付表彰寄付表彰寄付表彰7777名名名名

米田眞理子会員 第30回米山功労者メジャードナー

上田 俊夫会員 第10回米山功労者メジャードナー

京谷 知明会員 第 3回米山功労者マルチプル

中井 昭宏会員 第 2回米山功労者マルチプル

松田 香純会員 第 1回米山功労者

上好まゆみ会員 第 1回米山功労者

松本美和子会員 第 1回米山功労者

2013年度

米山記念奨学生

シュウ ブンさん

2014年度

米山記念奨学生

コウ ケイさん



秩序ある例会を、会長方針でもある、お互いを尊重して

協力していける例会運営を心がけ行ってきました 。

またロータリーの多様性を理解でき、そして楽しめる例会

作りを行うように努めて参りました。

出席率向上を目指し出席率向上を目標に行ってきまし

たが、欠席連絡等がなく例会準備に不備等が発生しご迷

惑をおかけしました。

会長の時間や卓話の時間は特に私語をしないことをお

願いしましたが、協力を得れなかったことがありました。今

後も携帯電話等はマナーモードで出席して下さい。

ニコニコBOXへの協力を昨年度以上にお願いしていま

す。残り１ヶ月あまりですがよろしくお願いします。

★は自クラブ100％ 年度途中入会者出席計算外４名

SAASAASAASAA出席出席出席出席プログラムプログラムプログラムプログラム委員会委員会委員会委員会

委員長委員長委員長委員長 松本美和子松本美和子松本美和子松本美和子

中井 昭宏 100 ★ 片岡 富美子 68.18

松田 香純 100 ★ 松本 美和子 65.91

米田眞理子 100 酒井 誠 65.91

中井 崇嗣 100 犬伏 幸代 63.64

仲峯 豊 100 金谷 昌信 59.09

京谷 知明 100 仁木 順子 56.82

上田 俊夫 100 片木 修 52.27

内藤絵梨奈 95.45 田中 範子 52.27

砂原 孝史 93.19 河野 強 52.27

辻野美智子 90.91 吉川 美幸 31.12

小野 晃範 86.36

中田 聡 86.36

濱田 由美 84.09

中野 一郎 81.82 村尾 利一

上好まゆみ 81.82 宮前 美穂子

田辺 弘樹 75 吉住 哲洋

猿田 槙男 75 小山 武士

5月21日現在の記録

今年度は昨年度に引き続き堺フェニックス勉強会

を開催。中井会長の方針に則りクラブを活性化する

為に研修会を開催させて頂きました。ロータリーの

多様性について探求し、寛容の精神を知るために努

めました。

堺フェニックスロータリー勉強会

9月19日

「ロータリーの基礎知識」講師：米田眞理子PDG

10月10日

「米山記念奨学勉強会」講師：米山記念奨学生

11月14日

「ロータリー財団について」講師：小野晃範会員

3月29日

「第24回源流セミナーin尼崎」講師：源流の会

4月24日

急遽中止

5月15日

「社会奉仕活動に対する指針」講師：米田眞理子PDG

堺フェニックス勉強会優秀者

上田 俊夫 上好 まゆみ 金谷 昌信

京谷 知明 砂原 孝史 内藤 絵梨奈

中野 一郎 仲峯 豊 仁木 順子

濱田 由美 松田 香純 宮前 美穂子

吉住 哲洋

以上13名

堺フェニックス勉強会功労者

小野 晃範 米田 眞理子

以上2名



・基本方針はロータリーの多様性を理解し お互いに

尊重する（Respect to each other to understand

the diversity of the Rotary）を主軸に効果的なク

ラブとなるように努めました。

会員の基盤を維持し拡大しました。

成果のある奉仕プロジェクトを実施しました。

ロータリー財団を支援しました。

クラブレベルを超えた指導者を育成しました。

・活動方針としてRON D. BURTON RI会長は、『ロー

タリーを真に実践し、ロータリーの奉仕と価値観を

日々活かす決意をすれば自分がいかに素晴らしい影響

をもたらすことができるかが見えてくるでしょう。そ

うして初めて、人々の人生を真に豊かにしようという

インスピレーション、やる気、力が沸くのです。そし

て何よりも、あなた自身の人生が一番豊かになるはず

です』、だから今年度ロータリーの奉仕を実践するこ

とで、相手を尊重し、そしてみんなと豊かになること

を方針とし実施しました。

・会員増強維持に関しては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』作戦で大半の方々はロータリーのビジョン

について話すことが可能となり、多くの新入会員を迎

えることができました。これはひとえに会員増強砂原

孝史委員長と米田眞理子奉仕プロジェクト理事の熱意

によるものだと感謝いたします。

石田年度から開催された堺フェニックス勉強会の継

続は回数は減りましたが中井崇嗣研修リーダーの準備

のおかげで個々の会員のロータリーへの理解と知識が

向上し、クラブ員のロータリーアンとしての活動に影

響を与えました。

・広報・公共イメージとしてはフェイスブックを利用

し日本全国のロータリアンに堺フェニックスを知って

もらい、かつ活動の内容を共有することができました。

そのいい例が源流セミナーへの参加でした。日本全国

のロータリアンと繋がっていることが実感できました。

会会会会 長長長長 中井昭宏中井昭宏中井昭宏中井昭宏
・奉仕プロジェクトは多くの活動を行って頂き感謝い

たします。

地域のニーズに応えるプロジェクトとして在宅医療

講演会を開催し、その中で東日本大震災の復興支援、

募金をロータリーの創立記念日前後に開催できました。

このプロジェクトは日本全国で一斉に開催されました。

堺市の小学生にプロソフトボール選手による教室の

開催、それに合わせて豚汁作り女性会員のご理解に感

謝いたします。堺かるた大会の開催、最後に子供達か

ら記念撮影を言われた時が、やってよかったと感じま

した。

インターアクトのための国際交流会の開催、今年度

は海外研修がなく、なんとかしてあげたい思いでこの

プロジェクトが出来上がりました。初芝立命館高校イ

ンターアクトクラブと共にホストを行い地区のすべて

のインターアクトクラブが参加し大成功に終わりまし

た。再び豚汁の準備ありがとうございました。ダムロ

ン高校のホームステイもご無理をいいました。

諏訪湖浄化のためにフェニックスⅡ号の贈呈など本

当に多くの奉仕プロジェクトを開催できた１年でした。

これは活動するロータリーそのものだと思います。

クラブ会員が委員である（CLP）。共に行動頂いた会

員の皆様には感謝いたします。

ロータリーの未来、日本の未来である青少年部門は

初芝インターアクトクラブとの協同プロジェクトとし

て北タイ アカ族への識字率向上のための支援を行い

ました。また国際交流会において当クラブと共にホス

トを務めました。

ローターアクトへの提唱は次年度の上期に行うこと

で準備に入っております。

・ロータリー財団は小野晃範財団委員長のご尽力のお

かげで地区補助金の活用はスムーズに行われました。

2011-2012年度での福井フェニックスとの協同のグ

ローバル補助金は期限不履行のためロータリー財団と

相談しキャンセルとなりました。

・米山記念奨学金も日本で個人平均金額が３位となり

ました。これも片岡富美子委員長の広報のおかげです。

寄付の促進に常にご尽力頂き感謝いたします。

・今年度はRI特別会長賞を頂くことができました。当

地区では初めてだそうです。理事役員会の皆様の機動

力の素晴らしさ、そして会員の皆様のロータリーへの

思いと活動の成果です。ありがとうございました。

・最後にパワフルに活動して頂いた松田香純幹事には

RIより奉仕部門功労者表彰が送られました。心よりお

喜び申し上げます。おめでとうございます。



ロータリーロータリーロータリーロータリーのののの夢夢夢夢をををを形形形形あるものにするためにあるものにするためにあるものにするためにあるものにするために


