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６６６６月月月月１２１２１２１２日日日日 １８１８１８１８時時時時３０３０３０３０分分分分 ホテルホテルホテルホテル第一堺第一堺第一堺第一堺

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

堺堺堺堺フェニックスフェニックスフェニックスフェニックスのののの歌歌歌歌

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

国際大会報告国際大会報告国際大会報告国際大会報告 会長会長会長会長 中井中井中井中井 昭宏昭宏昭宏昭宏

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

6/216/216/216/21 フェニックスフェニックスフェニックスフェニックス感謝祭感謝祭感謝祭感謝祭 18181818：：：：00000000～～～～ ホテルホテルホテルホテル第一堺第一堺第一堺第一堺

6/266/266/266/26 休会休会休会休会 クラブクラブクラブクラブ定款第定款第定款第定款第6666条第一節条第一節条第一節条第一節

2015201520152015年年年年6666月月月月7777日日日日～～～～10101010日日日日

サウパウロサウパウロサウパウロサウパウロでででで、、、、ロータリーロータリーロータリーロータリーがががが世界中世界中世界中世界中でででで行行行行っっっっ

てててているいるいるいる活動活動活動活動についてについてについてについて学学学学びびびび、、、、友情友情友情友情をををを広広広広げようげようげようげよう



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

例会場例会場例会場例会場・・・・時間変更時間変更時間変更時間変更のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ

高師浜高師浜高師浜高師浜RCRCRCRC

サンルート関空 → 高石商工会議所3階

〒592-0014 高石市綾園2-6-10

TEL 072-264-8823 （高師浜事務局）

時間 12：30～13：30

毎月最終例会 13：30～（変更有り）

例会変更例会変更例会変更例会変更のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ

堺おおいずみRC 6月25日水曜日 例会は

定款第6条第1節により休会とさせていただきます。

理事会理事会理事会理事会ごごごご案内案内案内案内

６月１２日 17：30～

2013-14年度 理事会 2Fリセス で行います。

6666月月月月19191919日例会変更日例会変更日例会変更日例会変更

21212121日日日日（（（（土土土土））））18181818：：：：30303030～～～～ 第一第一第一第一ホテルホテルホテルホテル堺堺堺堺9F9F9F9F

堺堺堺堺フェニックスフェニックスフェニックスフェニックス感謝祭感謝祭感謝祭感謝祭となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。

6666月月月月26262626日日日日はははは定款第定款第定款第定款第6666条第条第条第条第1111節節節節によりによりによりにより休会休会休会休会ですですですです。。。。

ＲＩには「ロータリー親睦活動要覧」というもの

があります。

ロータリー親睦活動は、共通の職業や関心または

保健医療に関する活動を持つロータリアンとその配

偶者、そしてローターアクターから成る国際的なグ

ループで、各グループによって独自に運営されてい

ます。その会員はロータリー親睦活動を通じて楽し

みを分かち合い、国境を越えた親睦を深め、一層充

実したロータリーの経験を味わうことが出来ます。

と記載されています。親睦グループは結成にあたり、

ＲＩの方針に従った上でＲＩ理事会による審査を受

けて公式認定を受ける必要もあります。そしてロー

タリー親睦活動は国際奉仕部門の活動として位置付

けられています。

このようなことは、当地区内では余り知られてお

らず、グループ結成や参加という動きも無いのが実

情かと思います。ご興味のある方は、ウェブサイト

でご確認下さい。

ここであるガバナーが仰った言葉を引用します

この月間は単に親睦活動月間ではなくて頭にロー

タリーが付いているところが大切ではないかと思い

ます。ロータリーにおける親睦とは、単に飲食を共

にしたり、ゴルフを楽しむことに終始するのとは少

し違っていると思います。

その一例として当クラブは、タイルンピニRCと水

プロジェクトを繰り返して来ました。その都度現地

バンコクのロータリアンにお世話になり、回数を重

ねるごとにお互いに随分親しみが増します。プロ

ジェクトの成功を喜びながら、時には反省会みたい

な時もありましたが、互いに盃を交わし食事を共に

します。食事の際には冗談も飛び出し、実に和やか

で楽しい時間となります。そしてこの時間は貴重な

親睦の機会でもあります。この機会は、ルンピニRC

のロータリアンの間だけでは無く、共にプロジェク

トを実施した地区内の他のクラブのロータリアンと

の間の親睦を深める機会ともなります。このような

親睦の機会を通じてお互いに心が通じ合うことで、

次のプロジェクトの立ち上げはとてもスムーズに運

ぶことになります。このような「親睦」こそ「ロー

タリーの親睦」では無いかと私は思います。

ロータリーは人と人との出会いの場を色々な形で

提供してくれます。私たちはその出会いを大切にし

て、その後のロータリー活動に活かすことを考えて

も良いのではないでしょうか。

同じようなご経験をお持ちのロータリアンは多数

おられること思います。と言うことは、同じお考え

の方々も少なくないと思います。ここで新しく会員

になられた方を、このような親睦の機会に参加でき

るようにさせてあげて下さい。



２０１４２０１４２０１４２０１４年度米山記念奨学生年度米山記念奨学生年度米山記念奨学生年度米山記念奨学生 康恵康恵康恵康恵さんさんさんさん 歓迎会歓迎会歓迎会歓迎会

本日例会後行います。是非ご参加ください。

場所：第一ホテル堺 1F イル・ジャルディーノ

会員会員会員会員記念記念記念記念日日日日

会員誕生日 小野会員、小林会員、仲峯会員

家族誕生日 濱田会員

創立記念日 中井昭会員、吉川会員、山田会員、

中田会員

入会記念日 田中会員、仲峯会員、濱田会員、

仁木会員、山本会員、金谷会員、

砂原会員、上好会員

ロータリロータリロータリロータリーーーーのののの友友友友6月号月号月号月号 52（25）ページ

復活の堺かるた掲載されております。

次年度次年度次年度次年度 理事会理事会理事会理事会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ

６月１２日 19:40～

2014-15年度 理事会 ２階リセス で行います。

御結婚御結婚御結婚御結婚おおおお祝祝祝祝いいいい

仲峯会員と濱田会員がオーストラリアで

挙式を挙げられました。

ご結婚おめでとうございます。



卓話卓話卓話卓話

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２６９０２６９０２６９０２６９０地区地区地区地区

総社総社総社総社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

秋山秋山秋山秋山 幸子様幸子様幸子様幸子様





にこにこにこにこにこにこにこにこ報告報告報告報告

岩出RC 中村 寛 様

本日はメイクアップにおじゃま致しました。

仲峯様、御結婚おめでとうございます。

会長中井 昭宏 会員

本日秋山様、中村様ようこそ堺フェニックスＲＣへ。

秋山様卓話ありがとうございました。

仲峯ご夫妻おめでとうございます。

幹事 松田 香純 会員

本日は秋山様卓話ありがとうございます。中村様もよ

うこそ堺フェニックスへ。

仲峯様、濱田様、ご結婚おめでとうございます。シド

ニーでの挙式はとても素敵でしたネ。末永くお幸せに。

直前会長 石田 得子 会員

秋山様本日はよろしくお願いいたします。中村様、康恵

さんようそこいらっしゃいました。仲峯様ご夫妻は国際

大会での誰も真似出来ないようなご結婚式おめでとう

ございます。

パストガバナー 米田 眞理子 会員

秋山様本日は卓話にお越し下さりありがとう存じます。

国際大会シドニー参加の方々お疲れ様でした。ＰＤＧと

して主催したジャパンナイトも無事終えました。皆様あ

りがとうございました。

小野 晃範 会員

国際大会にご参加された皆様お疲れ様でした。仲峯ご

夫妻ご結婚おめでとうございます。本日秋山様卓話楽

しいみにしています。誕生日御祝いありがとうございま

す（来年80才になります）

上田 俊夫 会員

仲峯御夫妻ご結婚おめでとうございます。秋山様本日

卓話よろしくお願いします。

仲峯 豊 会員

こんばんは、秋山幸子様、卓話楽しみにしております。

又。中村様、康 恵さんありがとうございます。シドニー

国際大会では、皆様には本当にお世話になり、無事結

婚式を挙げることができました。本当にありがとうござ

いました。

濱田 由美 会員

こんばんは 秋山様、中村様、康恵さん、メーキャップ

ありがとうございます。又、秋山様卓話たのしみにして

います。

シドニー国際大会での私たちの結婚式皆様のおかげ

で無事終わることが出来ました。本当にありがとうござ

いました。

吉川 美幸 会員

シドニー国際大会お疲れ様でした。仲峯さん、濱田さん、

おめでとうございます。お幸せに！創立記念品ありがと

うございます。

田辺 弘樹 会員

仲峯さん、濱田さん、御結婚おめでとうございます。

田中 範子 会員

欠席が続いて申し訳ありません。犬伏会員には歯の治

療で大変お世話になりました。ありがとうございました。

入会記念のお祝いありがとうございました。

河野 強 会員

仲峯さん、濱田さんご結婚おめでとうございます。

片岡 富美子 会員

本日の卓話秋山様有難う御座います。

早くも6月に入りました。暑い日が続きます、頑張ってく

ださい。

辻野 美智子 会員

秋山幸子様、本日は卓話ありがとうございます。よろし

くお願いいたします。

仁木 順子 会員

シドニー国際大会お疲れ様でございました。仲峯様、

濱田様ご結婚おめでとうございます。お幸せに。

宮前 美穂子 会員

シドニーでのロータリー国際大会、お世話になりました。

素晴らしい体験ができた事に感謝いたします。有難うご

ざいました。

小山 武士 会員

シドニーお疲れさまでした。チョコレートありがとうござ

いました。

松本 美和子 会員

シドニー国際大会に行かれた方々お帰りなさいませ。

仲峯さん濱田さんご結婚おめでとうございます。

本日はたくさんのお客様ありがとうございます。総社Ｒ

Ｃの秋山様卓話よろしくおねがいします。

村尾 利一 会員

秋山様遠い総社から卓話有難うございます。楽しみに

しています。シドニー国際大会に参加されました皆様お

疲れ様でした。

上好 まゆみ 会員

関空での見送りの時米田先生にごちそうになりありが

とうございます。



欠席報告欠席報告欠席報告欠席報告（（（（6666月月月月5555日日日日））））

吉住 哲洋 会員 仕事のため

内藤絵梨奈 会員 仕事のため

中田 聡 会員

出席報告出席報告出席報告出席報告

在籍者在籍者在籍者在籍者 ３５３５３５３５名名名名 出席者出席者出席者出席者 ２８２８２８２８名名名名

出席計算会員出席計算会員出席計算会員出席計算会員３１３１３１３１名名名名 欠席者欠席者欠席者欠席者 ３３３３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 ４４４４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・・・・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 1111 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

７７７７７７７７．．．．４２４２４２４２ ％％％％

出席率出席率出席率出席率

９０９０９０９０．．．．３２３２３２３２％％％％


