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第第第第８１５８１５８１５８１５回回回回 ２０１３２０１３２０１３２０１３－－－－２０１４２０１４２０１４２０１４年度年度年度年度 第第第第５０５０５０５０回目回目回目回目

６６６６月月月月２１２１２１２１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

国歌斉唱国歌斉唱国歌斉唱国歌斉唱 君君君君がががが代代代代

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ゙゙゙斉唱斉唱斉唱斉唱 奉仕奉仕奉仕奉仕のののの理想理想理想理想

ｲﾝﾀｰｱｸﾄｿﾝｸｲﾝﾀｰｱｸﾄｿﾝｸｲﾝﾀｰｱｸﾄｿﾝｸｲﾝﾀｰｱｸﾄｿﾝｸﾞ゙゙゙斉唱斉唱斉唱斉唱 インターアクトインターアクトインターアクトインターアクトのののの歌歌歌歌

ｲﾝﾀｰｱｸﾄﾊｲﾝﾀｰｱｸﾄﾊｲﾝﾀｰｱｸﾄﾊｲﾝﾀｰｱｸﾄﾊﾞ゙゙゙ｯﾁｯﾁｯﾁｯﾁ授与授与授与授与

IAC RIIAC RIIAC RIIAC RI会長賞授与会長賞授与会長賞授与会長賞授与

IACIACIACIAC会長会長会長会長のののの時間時間時間時間 IACIACIACIAC会会会会 長長長長 北野北野北野北野 智花智花智花智花

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

100100100100％％％％出席者表彰出席者表彰出席者表彰出席者表彰 SAASAASAASAA 松本松本松本松本 美和子美和子美和子美和子

優秀者優秀者優秀者優秀者・・・・功労者功労者功労者功労者 研修研修研修研修リーダーリーダーリーダーリーダー 中井中井中井中井 崇嗣崇嗣崇嗣崇嗣

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

卓話卓話卓話卓話 次年度地区次年度地区次年度地区次年度地区RARARARA代表代表代表代表 西尾西尾西尾西尾 薫様薫様薫様薫様

乾杯乾杯乾杯乾杯 会長会長会長会長エレクトエレクトエレクトエレクト 中井中井中井中井 崇嗣崇嗣崇嗣崇嗣

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

ぜひぜひぜひぜひ みなさんもみなさんもみなさんもみなさんも国際大会国際大会国際大会国際大会でででで

多多多多くのくのくのくの友人友人友人友人をみつけてみませんかをみつけてみませんかをみつけてみませんかをみつけてみませんか

きっときっときっときっと あなたのあなたのあなたのあなたの ロータリーロータリーロータリーロータリーのののの真真真真のののの

価値観価値観価値観価値観がががが見見見見えてくるはずですえてくるはずですえてくるはずですえてくるはずです。。。。



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

クラブクラブクラブクラブ名称変更名称変更名称変更名称変更のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ

（（（（旧旧旧旧））））泉州泉州泉州泉州ＫＵＭＡＴＯＲＩＫＵＭＡＴＯＲＩＫＵＭＡＴＯＲＩＫＵＭＡＴＯＲＩロータリーロータリーロータリーロータリーＥＥＥＥクラブクラブクラブクラブ

↓↓↓↓

（（（（新新新新））））ワールドワールドワールドワールド大阪大阪大阪大阪ロータリーロータリーロータリーロータリーＥＥＥＥクラブクラブクラブクラブ

(Rotary E(Rotary E(Rotary E(Rotary E----Club of world Osaka Japan)Club of world Osaka Japan)Club of world Osaka Japan)Club of world Osaka Japan)

クラブ所在地、電話番号、例会場に変更はございま

せん。ホームページについては更新変更作業の為、

一時観覧ができない部分がございます。

近隣近隣近隣近隣クラブクラブクラブクラブ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

堺青陵堺青陵堺青陵堺青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

6月26日の例会は→同日最終例会18：00～

ホテル第一堺１Ｆイルジャルジーノ ビアガーデン

堺堺堺堺フェニックスロータリークラブフェニックスロータリークラブフェニックスロータリークラブフェニックスロータリークラブおおおお知知知知らせらせらせらせ

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。。。。

今月はロータリー親睦活動月間です。日本のロー

タリアンは、これをクラブにおける親睦活動と誤解

して、本来の意味を理解していない方が大多数のよ

うに思います。

1928年に結成されたエスペラントを最初としてそ

の後多くのグループが加わり、「世界親睦活動

（World Fellowships Activities＝ＷＦＡ）」と

なり、1970年にはＲＩの正式プログラムとなってお

ります。

1989年には共通の職業を持つ「国際職業連絡グ

ループ（ＩＶＣＧ）」が試験的プログラムとして発

足し、1993年には親睦グループと統合して「ロータ

リー趣味・職業別親睦活動（ＲＲＶＦ）」が誕生し

ました。

2000年10月、ＲＩ理事会は６月を「ロータリー趣

味・職業別親睦活動月間」と指定して特別月間と位

置づけました。

2001年６月理事会では保健医療問題に関心を持つ

親睦活動とボランティア活動を加えて、新たに

「ロータリー親睦活動（Rotary Fellowships＝Ｒ

Ｆ）」と改称し、2002年1月1日より有効として月間

名も「ロータリー親睦活動月間」と改称しました。

しかしながらこれは趣味についての同好会的活動、

職業別の同業者的活動、目的別のボランティア活動

という性格の異なる三つの組織が、一つの「ロータ

リー親睦活動」という枠に入れられていることでも

ありました。そこで2005年理事会はその見直しをは

かり、新しい発想のもとに「世界ネットワーク活動

グループ（Global NetworkingGroup）」の名称の中

に「「「「ロータリーロータリーロータリーロータリー親睦活動親睦活動親睦活動親睦活動」」」」と「「「「ロータリアンロータリアンロータリアンロータリアン行動行動行動行動ググググ

ループループループループ」」」」を設置することを決定しました。

みなさんも、ぜひ自分にあったグループに参加し

て下さい。きっとロータリーがもっと楽しくなりま

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。



参加者参加者参加者参加者

米田眞理子米田眞理子米田眞理子米田眞理子PDGPDGPDGPDG 京谷知明会員京谷知明会員京谷知明会員京谷知明会員

酒井酒井酒井酒井 誠会員誠会員誠会員誠会員 仲仲仲仲峯峯峯峯 豊会員豊会員豊会員豊会員

濱田由美会員濱田由美会員濱田由美会員濱田由美会員 宮前美穂子会員宮前美穂子会員宮前美穂子会員宮前美穂子会員

松田松田松田松田香純幹事香純幹事香純幹事香純幹事 中井中井中井中井昭宏昭宏昭宏昭宏

上好会員上好会員上好会員上好会員、、、、宮前会員宮前会員宮前会員宮前会員のののの娘様娘様娘様娘様、、、、濱田会員濱田会員濱田会員濱田会員のののの

ごごごご両親両親両親両親ありがとうありがとうありがとうありがとうございましたございましたございましたございました

今年度今年度今年度今年度のののの会員増強会員増強会員増強会員増強にてにてにてにて着物着付着物着付着物着付着物着付けけけけ講師講師講師講師のののの

宮前会員宮前会員宮前会員宮前会員のののの入会入会入会入会がきっかけでがきっかけでがきっかけでがきっかけで、、、、着物着物着物着物でででで国国国国

際大会際大会際大会際大会にににに参加参加参加参加しようしようしようしよう！！！！

仲峯会員仲峯会員仲峯会員仲峯会員・・・・濱田会員濱田会員濱田会員濱田会員のおのおのおのお祝祝祝祝いをしょうといをしょうといをしょうといをしょうと

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ががががシドニーシドニーシドニーシドニーでででで開催開催開催開催するするするする世世世世

界大会界大会界大会界大会にににに行行行行ってまいりましたってまいりましたってまいりましたってまいりました。。。。村尾会員村尾会員村尾会員村尾会員

がががが手配手配手配手配をしてをしてをしてをして下下下下さいましたさいましたさいましたさいました。。。。





「自分が何かを達成したり、自分の仕事のためだけに

ロータリアンであるわけではありません。ロータリア

ンであるということは、誰かに助けの手を差し伸べる

ということなのです。ともに大きな夢を抱き、それを

達成できるのがロータリーです。その場しのぎではな

い、末永い変化を地域社会にもたらすことができま

す」

クラブに戻って、地域社会のために活動してほしい

と。また、水や保健、識字率や母子の健康、ポリオの

撲滅など、さまざまな活動を実施しても、それで満足

してしまったら、ロータリーはそこで歩みを止めてし

まうと述べました。

「単に例会に出席して、必要最低限のことだけをする

だけでは十分ではないのです。毎日、ロータリアンと

しての責任を意識する必要があります」

ロンD バートンRI会長からのメッセージです。



欠席報告欠席報告欠席報告欠席報告（（（（6666月月月月１１１１２２２２日日日日））））

吉住 哲洋 会員 仕事のため

仁木 順子 会員 仕事のため

田中 範子 会員 仕事のため

河野 強 会員 仕事のため

濱田 由美 会員 仕事のため

松本美和子 会員 看病のため

猿田 慎男 会員 仕事のため

吉川 美幸 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 ２３２３２３２３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 ８８８８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 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

８０８０８０８０．．．．６４６４６４６４ ％％％％

出席率出席率出席率出席率

７４７４７４７４．．．．１９１９１９１９％％％％

にこにこにこにこにこにこにこにこ報告報告報告報告

会長会長会長会長 中井中井中井中井 昭宏昭宏昭宏昭宏 会員会員会員会員

本日は国際大会報告をさせていただきます。米田

様会員増強表彰おめでとうございます。

ＰＤＧＰＤＧＰＤＧＰＤＧ 米田米田米田米田 眞理子眞理子眞理子眞理子 会員会員会員会員

次週堺フェニックス感謝祭に欠席します。同期ガ

バナーと北海道旅行に行っています。５０名参加

があります。申し訳ありません。欠席のお詫びで

次週できないのでニコニコします。

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

次回１９日は例会変更となっております。２１日

は（土）18：30～ホテル第一堺です。お間違えに

ならないようお願いいたしました。また２６日は

例会はありません。

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

入会記念日のお祝いをいただきましてありがとう

ございます。

新会員推薦者新会員推薦者新会員推薦者新会員推薦者のためののためののためののための認証認証認証認証プログラムプログラムプログラムプログラム

新会員を推薦したロータリアンを表彰するものです。

ゴールド、シルバー、ブロンズ、ブルーの認証レベル

に応じて襟ピンが贈られます。

今年度は

米田眞理子会員にブロンズ襟ピン

中井 昭宏会員にブルー襟ピン

がロン D バートンRI会長より贈呈されました。

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創立創立創立創立会員会員会員会員

今年度よりロータリー財団プログラムとなりました。

世界中で９０００人の方がポール・ハリス・ソサエ

ティの創立会員となられました。

当クラブからは

米田眞理子会員 小野晃範会員 中井昭宏会員

の３名が創立メンバーとなられました。

RIRIRIRI特別会長賞特別会長賞特別会長賞特別会長賞

ガバナー月信にも掲載がありましたが今年度堺フェ

ニックスRCはRI会長賞、特別賞を受賞しました。地区

内では当クラブのみが特別賞を頂きました。

また、初芝立命館インターア

クトクラブもRI会長賞が授与

されました。


