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第８１６回 ２０１４－２０１５年度 第１回目

７月３日 １８時３０分 ホテル第一堺

開会点鐘 会 長 中井 崇嗣

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 松本美和子

会長・幹事 バッチの引き継ぎ

会長の時間 会 長 中井 崇嗣

米山記念奨学金授与 米山記念奨学委員長 片木 修

各種お祝い 親睦委員長 松本美和子

委員会報告

ニコニコ報告 副ＳＡＡ 中田 聡

出席報告 副ＳＡＡ 片岡富美子

閉会点鐘 会 長 中井 崇嗣

次回例会ご案内

第２回（817回）
7月10日（木）

卓話 ＲＩＤ２６４０
パストガバナー北中登一様

ホテル第一堺
18：30～

第３回（818回）
7月17日（木）

クラブ協議会
ガバナー補佐堀本欣吾様

ホテル第一堺
18：30～

堺フェニックスロータリークラブ

2014-2015年度

会長 中井 崇嗣

幹事 内藤絵梨奈

国際ロータリー第2640地区

2014-15年度ガバナー

辻秀和 様

（河内長野RC）



LIGHT UP ROTARY
ロータリーに輝きを

この度、2014−2015年度堺フェニックスRC会長に就任さ
せて頂きました中井崇嗣でございます。

若輩者ではございますが、皆様のご協力を頂きながら１
年間全うさせて頂きたいと思います。宜しくお願い致し
ます。

さて開会点鐘でご唱和頂きました様に、今年度のＲＩ
テーマは『LIGHT UP ROTARY ロータリーに輝きを』です。
これはゲイリー・ホァンRI会長が孔子の考えに共感され

「世界初のロータリアン」と述べられたことに始まります。
暗闇にロウソクを灯すのがロータリーであると。私が一
本、あなたが一本。こうして、120万人の会員全員がロ

ウソクを灯します。力を合わせれば、世界を光で輝かせ
ることができるのです」と述べられました。
我々もこの120万人のうちに当然入っています。
堺フェニックスRCの基本方針は「全会員で協力し、ロー
タリーを輝かそう！」とさせて頂きました。

これは辻ガバナーの方針にも則り、ロータリーの基本理
念である「I serve」の精神で、会員がそれぞれ自分に出

来ることで貢献し、お互い理解し合い、協力し合った活
動でロータリーを輝かせていければ、という想いからこ
れを基本方針とさせて頂きました。
具体的には、
1.クラブと地域の人々の為に“善いことをしよう！”
2.対話と友情でクラブ内、地区内に「和」を築こう！
3.ホストクラブである“新春合同例会”を成功させる
というものです。

話は変わりますが、ご覧の様に、私は新年度が始まる
というのに怪我をしてしまいました。本当に多くの皆様に
助けて頂いていると実感しています。足を骨折し入院、
手術を経験しました。このような状態になり初めて気づく
ことがたくさんあります。

例えば電車に乗っていて気づいた時に席を譲って下さ
る方の優しさや、お店に入ったときの店員さんの親切な
対応などいろいろあります。電車で席を譲ってくださる
方の気持ちは、特に出勤時にありがたく感じます。

電車通勤のご経験のある方は特に共感されるかと思い
ますが、長い道のりをゆっくりと通勤する為に、朝早く起
きて空いた電車に乗り席を確保されています。その席を
譲って頂く時の申し訳なさとありがたさ。これは正直この
ような状態になり初めて感じる感覚です。

いよいよ、今年度がスタートし、私も未熟ながら幹事と
いう大役をおおせつかることとなりました。

私でできる事ならば精一杯の努力をしていこうと思っ
てる所存です。

そこで、皆様にお知らせとお願いがございます。

会長の支援をしていく事が幹事の仕事ではあります
が、クラブ会員皆様の意見を【傾聴】し取り入れ、会長と
クラブ会員皆様との『調和』をとっていく事が幹事の仕事
であると考えています。

私自身、仕事柄、社会福祉士であり主任介護支援専
門員なので、地域での困りごとや個々のケースの相談
支援・調整役という現場での仕事をさせていただいてい
ますが、幹事の仕事もそれぞれの皆様の想いを調整し
ながら同じ方向性を目指し、活性化していく事は同じで
はないのかなと思っています。

各会員皆様、生まれ育った環境や職業、年齢も異な
るため、会員の数だけ、皆様各自に意見があります。

活発な意見交換ができる事は、繁栄していく上では大
切な事であると思います。

その会員皆様の想いをうまく吸収し、調和が保てるよ
うな【潤滑油】となれる幹事を目指しますので、ご協力と
ご支援の程、よろしくお願い致します。

小さいことでも一人一人がこのような寛大さや優しさを
持って接することができれば素晴らしい世界になるので
はないかと思います。そして、それを進んで行っていく
のがロータリアンであると思います。
先にも述べた様に、未経験のことや難しいことをしなく

ても、会員がそれぞれ自分に出来ることで貢献し、お互
い理解し合い、協力し合った活動をすることが大切であ
ると考えます。
まずはロータリアンでありますので、3大義務である
会費の納入、例会への出席、ロータリー雑誌の購読
これらを行うことから始め一緒に1年間活動して頂けれ
ばと思います。
今回の私の様に急に怪我をしたり、仕事でどうしても手

が離せなかったり、緊急の事態は誰にでも起こりうるこ
とです。こころやすい会員に連絡をすることで、状況を
共有して助け合うこともできると思います。まずはその
様な形から仲間としての会員の「和」を築いてみんなで
協力して頂ければ幸いです。
1年後皆さんで「今年の1年も良かったね」とそれぞれの

ロータリーモーメントを語って頂ける年度にしていきたい
と思いますので、ご協力お願い致します。
1年間よろしくお願い致します。ありがとうございました。



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

この１年間、ありがとうございました。機動力のあ
る理事役員の方々には感謝いたします。また共に走っ
て頂いた松田幹事 ありがとうございました。奉仕を
理解し、ご協力を頂いたみなさまにお礼申し上げます。
ロータリアンとしてほとんどの会員様が奉仕プロ

ジェクトに係わって頂き、本当に感謝しております。

今年度はロータリアン・ロータリーファミリーのみ
なさんの努力で国際ロータリー第2640地区では、初め
てのRI特別会長賞を頂きました。また共に奉仕活動を
行ってくれた初芝立命館インターアクトクラブにもRI
会長賞が贈られました。これもひとえに奉仕に邁進し
て下さった皆様の評価です。

また当クラブの松田幹事には奉仕部門功労者賞がRI
より授与されました。クラブには初芝立命館高校イン
ターアクトクラブとともに世界インターアクト週間表
彰 ならびにタイの青少年奉仕に対してダムロン高校
とチェンライRCより感謝状を頂きました。この最終例
会に多くの嬉しいお知らせができましたことに会長と
して感謝いたします。

中井 昭宏

１年間 ありがとうございました。
松田 香純



インターアクト会長の時間

会長の時間

幹事報告

ご参加頂いたロータリーファミリーのみなさん

2640地区ROTEX 高瀬 梨沙様
ｸﾗﾌﾞﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ 高瀬 明美様
米山記念奨学生 康 恵 様
青少年交換学生 Eline Sikkema様
RA入会予定者 上田 大夏様

原谷明子可様
教育委員会 富田 久子様
新入会候補者 難波竜太郎様
初芝立命館IAC 3年 楠村 聡様

岡部 成哉様
2年 北野 智花様
1年 三島 紀子様

角岡 実優様
大隅 樹様

初芝立命館IAC顧問 坂谷 牧美様
川本 秀樹様



１００％出席表彰 堺フェニックス勉強会優秀者表彰

１００％出席者 米田眞理子 上田俊夫
京谷知明 中井昭宏
中井崇嗣 松田香純
仲峯 豊

堺フェニックス勉強会優秀者
上好 まゆみ 金谷 昌信
内藤 絵梨奈 中野 一郎
濱田 由美 宮前 美穂子
吉住 哲洋

国際ロータリー第2640地区ローターアクト

次年度会長・幹事より花束の贈呈
次年度ガバナー補佐 中野一郎会員を激励

中井会長より花束の贈呈



欠席報告（6月21日）

小野 晃範 会員 私用のため

京谷 知明 会員 仕事のため

小山 武士 会員 仕事のため

河野 強 会員 仕事のため

金谷 昌信 会員 仕事のため

米田眞理子会員 旅行のため

吉住 哲洋 会員 仕事のため

吉川 美幸 会員

出席報告

在籍者 ３５名 出席者 ２３名

出席計算会員３１名 欠席者 ８名

出席免除会員 ４名
（小林・石田・山田・山本）

免除出席者 1名
（石田会員）

先々週修正出席率
６月５日 90.32％

出席率
７１．８７％

ニコニコ報告

中井 昭宏会長

一年間有難う御座いました。多くの奉仕プロジェクトにご理

解、ご協力頂きありがとうございました。

石田 得子 直前会長

中井会長、松田幹事、一年間有難うございました。

まぶしい様な会長の時間でした。

田中範子様

会長幹事一年間お疲れ様でした。

村尾 利一様

会長、役員の皆様一年間有難う御座いました。これからも

フェニックスの為に御尽力よろしくお願いします。

上好まゆみ 会員

１年間、会長の仕事ご苦労様でした。いろいろ有難う御座

いました。

仁木 順子 会員

中井会長・松田幹事、一年間ありがとうございました。

犬伏 幸代 会員

中井会長様、松田幹事様、本年度一年間ご苦労様でした。

中野 一郎 会員

中井会長、松田幹事様、一年間お疲れ様でした。たくさん

のお客様、本日は御来訪８ありがとうございました。

猿田 慎男 会員

入会させていただいて、一年がすぎました、今後ともよろし

くお願いします。

松田 香純 幹事

一年間不手際等あったと思いますが堺フェニックスＲＣの幹

事でよかったです。ありがとうございました。 記念の品を さあみんなでたべましょう



インターアクト新入生歓迎会インターアクト新入生歓迎会

2014年6月22日 日曜日 今年度最終のインターアク
トの地区行事が開催されました。当クラブからは中井昭
宏 会 長 と 私 松 田 が 出 席 し て 参 り ま し た 。

大雨の中の開催でイモの苗付けができる状態ではな
かったのですが、その時間が来ると雨がやみました。今
後 収 穫 さ れ る イ モ は 地 区 大 会 で 調 理 さ れ み な
様に届けられます。

今年度最後の閉会の挨拶を中井会長がされていました。

2012-2013年度 青少年交換学生にエレンブ
ルックスさんから嬉しいメッセージが届きまし
た。

ローアクト地区大会ローアクト地区大会

2014年6月29日 日曜日 第32回地区大会が開催され
ました。次年度の地区役員の写真です。彼女ははっき
りと現在のRAの現状を変えるといっていました。

ローターアクトは18歳～30歳までの会員組織です。
地区代表の西尾さんのメッセージは我々ロータリアン
も同様に考えさせられるものでした。


