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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

辻秀和辻秀和辻秀和辻秀和ガバナーガバナーガバナーガバナー公式訪問公式訪問公式訪問公式訪問

第一第一第一第一ホテルホテルホテルホテル堺堺堺堺

18181818：：：：30303030～～～～

第第第第５５５５回回回回（（（（819819819819回回回回））））

8888月月月月7777日日日日（（（（木木木木））））

青少年青少年青少年青少年ライラライラライラライラ委員長委員長委員長委員長

澤井様卓話澤井様卓話澤井様卓話澤井様卓話

第一第一第一第一ホテルホテルホテルホテル堺堺堺堺

18181818：：：：30303030～～～～

ガバナー補佐

堀本欣吾様

（堺フラワーRC）



LIGHTLIGHTLIGHTLIGHT UPUPUPUP ROTARYROTARYROTARYROTARY ロータリーロータリーロータリーロータリーにににに輝輝輝輝きをきをきをきを

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶

中井崇嗣中井崇嗣中井崇嗣中井崇嗣 会長会長会長会長

本日は堀本ガバナー補佐、堺フェニックスへ、ようこ

そ起こしくださいました。堀本ガバナー補佐には例会

後にもクラブアッセンブリーにご出席頂くことになっ

ております、どうぞよろしくお願い致します。

ロータリーの四つのテストの中に『みんなのためにな

るかどうか』、ロータリーの目的の中には、『ロータ

リアン一人一人が、個人として、また事業や社会生

活において、日々、奉仕の理念を実践すること』と言

うものがあるのは皆さんご存知ですね。

これに通じると感じた出来事がありました。

先日まで行われていたサッカーのW杯です。世間では

夜遅くや朝早く眠い目をこすりながら観戦されていた

方も少なくないかと思います。

そこで話題の一つになっていた日本のサポーターの姿

勢です。

応援時には青いゴミ袋を振り回して応援していたそう

ですが、試合終了後には、そのゴミ袋を使い周辺の客

席のゴミ拾いをしていました。

世界各国のメディアでは『日本の教育と礼儀、善意の

精神』として大きく取り上げられました。

今年度のロータリーテーマは『Light Up Rotary』

ロータリーを輝かそう。です。クラブの活動方針には

会員それぞれが自分自身にできる事で貢献するという

ことを掲げています。

継続する事は難しくても、こう言うニュースや自分た

ちが触れた出来事で気づきを得た時に普段できていな

くても何か良い事ができるのではないかと思います。

その一つ一つの行動が必ずロータリーの輝きにつなが

るものだと思います。

ロータリアンの3大義務を守り、4つのテストにそった

行動を心がけていきましょう！

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告

内藤絵梨奈内藤絵梨奈内藤絵梨奈内藤絵梨奈 幹事幹事幹事幹事

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

2013201320132013----2014201420142014年度年度年度年度 久保治雄久保治雄久保治雄久保治雄ガバナーガバナーガバナーガバナー事務所事務所事務所事務所 閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖

2014年6月30日をもちまして任務を終了し閉鎖致しま

す。9月末までは直前ガバナー事務所として残務整理

を執り行いますので、引き続き宜しくお願い致します。

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

2014201420142014----2015201520152015年度年度年度年度 辻秀和辻秀和辻秀和辻秀和ガバナーガバナーガバナーガバナー事務所事務所事務所事務所 開所開所開所開所

開所日 2014年7月1日

業務時間 午前10時～午後5時 土日祝休み

住所 〒586-0017大阪府河内長野市古野町7-42 2F

ＴＥＬ0721-55-2640 ＦＡＸ0721-55-2641

E-mail tsuji2014-d2640@ivy.ocn.ne.jp

ＨＰアドレス http://www.rid2640g.org/tsuji/

夏季休暇夏季休暇夏季休暇夏季休暇のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ

夏季休暇の日程を下記の通りお知らせします。

2014年8月12日（火）～2014年8月15（金）

上記に伴い、堺フェニックスRC事務局も夏季休暇と

させて頂きます。

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 2014201420142014----2015201520152015年度年度年度年度

豊澤洋太朗豊澤洋太朗豊澤洋太朗豊澤洋太朗ガバナーエレクトガバナーエレクトガバナーエレクトガバナーエレクト事務所事務所事務所事務所 開所開所開所開所

開所日 2014年07月01日

業務時間 午前10時～午前12時

午後 1時～午後 3時 土日祝休み

住所 〒640-8281 和歌山市湊通丁南１－３－１

ＴＥＬ 073-433-6077

E-mail office@2640.jp

RID2640RID2640RID2640RID2640地区地区地区地区2222クラブクラブクラブクラブRIRIRIRI脱会脱会脱会脱会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ

国際ロータリー日本事務局より、2014年6月30日付で

国際ロータリー第2640地区内2クラブのRI脱会の申請

受理の連絡がありました。

・岸和田北ロータリークラブ

・藤井寺しゅらロータリークラブ

例会後例会後例会後例会後 本日本日本日本日アッセンブリーアッセンブリーアッセンブリーアッセンブリー行行行行いますいますいますいます。。。。

理事役員の皆様は参加お願いします。

名簿名簿名簿名簿のののの確認確認確認確認をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

名簿作成します。変更がありましたら、幹事までご連

絡ください。

2014201420142014年年年年7777月月月月17171717日日日日（（（（木木木木））））例会例会例会例会のののの記録記録記録記録（（（（第第第第817817817817回回回回））））



本日本日本日本日のおのおのおのお客様客様客様客様

ガバナー補佐 堀本欣吾様

７７７７月月月月２４２４２４２４日日日日はははは親睦例会親睦例会親睦例会親睦例会をををを行行行行いますいますいますいます。。。。

時間 いつもと同じく１８:３０～ TEL 072-227-6100

場所 南海グリル住所 〒590-0940

大阪府堺市堺区車之町西2-1-30

南海グリル ポピア２F ビアガーデン

親睦委員長親睦委員長親睦委員長親睦委員長

石田石田石田石田 得子会員得子会員得子会員得子会員

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告

周辺周辺周辺周辺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、、、、休会休会休会休会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ

堺堺堺堺おおいずみおおいずみおおいずみおおいずみRCRCRCRC 例会変更例会変更例会変更例会変更・・・・休会休会休会休会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ

平成平成平成平成26262626年年年年７７７７月月月月30303030（（（（水水水水））））の例会は夜間例会 18：00～

「chinese dining ka-ka」に変更になります。

堺市堺区南花田町1-19シティコート堺東1F

平成平成平成平成26262626年年年年8888月月月月13131313日日日日（（（（水水水水））））の例会は定款第6条第１節によ

り休会とさせていただきます。

堺北堺北堺北堺北RCRCRCRC 例会変更例会変更例会変更例会変更・・・・休会休会休会休会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ

平成平成平成平成26262626年年年年7777月月月月25252525日日日日（（（（金金金金））））の例会は、7月26日（土）19：

30～「ビア・パーティー」へ変更

於：大阪マリオット都ホテル19F「ライブキッチン

Cooka」

平成平成平成平成26262626年年年年8888月月月月15151515日日日日（（（（金金金金））））の例会は、定款第6条第1節に

より休会

堺清陵堺清陵堺清陵堺清陵RCRCRCRC 台風台風台風台風によるによるによるによる例会開催有無例会開催有無例会開催有無例会開催有無についてについてについてについて

台風8号接近の恐れのため7/10の例会は中止と致しま

す。

例会臨時変更例会臨時変更例会臨時変更例会臨時変更のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ

平成26年8月14日例会はお盆休みのため休会いたしま

す。

堺泉堺泉堺泉堺泉ヶヶヶヶ丘丘丘丘RCRCRCRC 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

平成平成平成平成26262626年年年年8888月月月月12121212日日日日

定款第6条第1節の規定により休会

平成平成平成平成26262626年年年年8888月月月月19191919日日日日

同日 於：マリオット都ホテル

堺堺堺堺フラワーフラワーフラワーフラワーRCRCRCRC 例会休会例会休会例会休会例会休会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ

平成平成平成平成26262626年年年年8888月月月月16161616日日日日 定款第6条第1節の規定により休会

と致します。

委嘱状授与委嘱状授与委嘱状授与委嘱状授与

ガバナー補佐堀本欣吾様よりお渡しいただきました。

研修委員会委員 米田眞理子会員

ロータリーの友地区代表委員 京谷 知明会員

RLI委員会委員長 小野 晃範会員

ローターアクト委員長 中井 昭宏会員

R財団ポリオ・プラス小委員会委員 松田 香純会員

クラブクラブクラブクラブ情報情報情報情報・・・・ITITITIT委員長委員長委員長委員長

米田眞理子会員米田眞理子会員米田眞理子会員米田眞理子会員

ロータリーロータリーロータリーロータリーのののの友見友見友見友見どころどころどころどころ

地区ロータリーの友だよりをご参考下さい。

（配布させて頂きました。国際ロータリー第2640地区2014-

15年度ＨＰよりダウンロードが可能です）

第一回例会で配布致します。

基本第二回例会で次回からは、新入会員＜３年未満＞が

輪番で報告する。

欠席場合は必ず次の当番を指名すること。

電子版パスワードとIDについて配布いたしました。

2014201420142014年年年年7777月月月月17171717日日日日（（（（木木木木））））例会例会例会例会のののの記録記録記録記録（（（（第第第第817817817817回回回回））））



欠席報告欠席報告欠席報告欠席報告（（（（７７７７月月月月１７１７１７１７日日日日））））

犬伏 会員 仕事の為

酒井 会員 仕事の為

猿田 会員 仕事の為

田辺 会員

中野 会員 仕事の為

仲峯（由） 会員 仕事の為

吉住 会員 仕事の為

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 ３０３０３０３０名名名名 出席者出席者出席者出席者 ２０２０２０２０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２７２７２７２７名名名名 欠席者欠席者欠席者欠席者 ７７７７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

（（（（田中会員田中会員田中会員田中会員・・・・片木会員片木会員片木会員片木会員・・・・小林会員小林会員小林会員小林会員・・・・山田会山田会山田会山田会

員員員員））））

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

（（（（片木会員片木会員片木会員片木会員））））

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

６６６６月月月月２１２１２１２１日日日日 78.1378.1378.1378.13％％％％

出席率出席率出席率出席率

７６７６７６７６．．．．９２９２９２９２％％％％

ニコニコニコニコニコニコニコニコ報告報告報告報告

堀本堀本堀本堀本 欣吾欣吾欣吾欣吾 ガバナーガバナーガバナーガバナー補佐補佐補佐補佐

本日はクラブ協議会に出席させて頂きありがとう御座います。

中井中井中井中井 崇嗣崇嗣崇嗣崇嗣 会長会長会長会長

堀本ガバナー補佐、本日はようこそ堺フェニックスRCへ。例会

後のアッセンブリーも引き続きよろしくお願い致します。本日

は開会に遅れ、申し訳ありませんでした。

米田米田米田米田 眞理子眞理子眞理子眞理子 PDGPDGPDGPDG

堀本ガバナー補佐様、本日はクラブ訪問と並びにクラブ協議会

ご出席いただきありがとうございました。今年度ご苦労様です。

中井中井中井中井 昭宏昭宏昭宏昭宏 直前会長直前会長直前会長直前会長

本日は堀本ガバナー補佐様、ありがとうございます。よろしく

お願いいたします。熱中症の患者様が多く毎日走り回っており

ます。皆様もお体ご自愛ください。

上田上田上田上田 俊夫俊夫俊夫俊夫 SAASAASAASAA

堀本ガバナー補佐様、本日のクラブアッセンブリーよろしくお

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

今年は出席率100％を狙いますのでよろしくお願いします。

小野小野小野小野 晃範晃範晃範晃範 会員会員会員会員

本日は堀本ガバナー補佐様、アッセンブリーよろしく、又ご指

導よろしくお願い申し上げます。

片岡片岡片岡片岡 富美子富美子富美子富美子 会員会員会員会員

堀本欣吾様ようこそお出で下さいました。本日も楽しく、来週

の親睦例会も楽しみです。

片木片木片木片木 修修修修 会員会員会員会員

堀本ガバナー補佐様お久しぶりです。お世話になりますが、よ

ろしくお願いします。

京谷京谷京谷京谷 知明知明知明知明 会員会員会員会員

堀本ガバナー補佐様、本日はよろしくお願いします。米田様

「ロータリーの友」について詳しくお話し下さいましてありが

とうございます。

河野河野河野河野 強強強強 会員会員会員会員

中井会長はじめ理事、会員の皆様には私の休会届を提出したこ

とにより。ご迷惑をおかけしました。個人的な事情も落ち着き

そうですので休会届は取り下げていただきました。今年度、一

年間！皆様宜しくお願いします。

仲峯仲峯仲峯仲峯 豊豊豊豊 会員会員会員会員

本日はお忙しい中、堀本ガバナー補佐にきていただきまして、

ありがとうございました。よろしくお願いします。

松田松田松田松田 香純香純香純香純 会員会員会員会員

本日は堀本ガバナー補佐様、堺フェニックスRCへお越しくださ

りありがとうございます。クラブアッセンブリーよろしくお願

いいたします。

宮前宮前宮前宮前 美穂子美穂子美穂子美穂子 会員会員会員会員

梅雨明けにももう間近の様ですが連日暑い日が続いています。

体に気を付けて例会には休まない様頑張ります。

内藤内藤内藤内藤 絵梨奈絵梨奈絵梨奈絵梨奈 幹事幹事幹事幹事

堀本様、本日のアッセンブリーよろしくお願いいたします。

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

石田石田石田石田 得子会員得子会員得子会員得子会員

達成達成達成達成クラブクラブクラブクラブ表彰表彰表彰表彰についてについてについてについて

クラブ寄付金累計額が２０００万円達成クラブと推奨

し、感謝状を贈呈致します。地区大会での表彰後クラ

ブに頂けるそうです。本年度もよろしくお願い致しま

す。

表彰年月 ２０１４年６月３０日

表彰名称 ２０００万円 達成クラブ

累計額 ２０，００３，０００円

メイクアップメイクアップメイクアップメイクアップ報告報告報告報告（（（（７７７７月月月月１７１７１７１７日日日日））））

京谷会員 7/1 ロータリーの友委員会

河野会員 7/12ワールド大阪REC

田辺会員 7/16東京米山REC

中井（昭）会員 7/6米山学友会（関西）

中井（昭）会員 7/13地区RAC会議

吉住会員 7/16東京米山REC



活動方針活動方針活動方針活動方針

RI会長ゲイリーC．K．ホァン氏は、会員数を120万人

から130万人に増やす目標を掲げられました。地区とし

ては8％の増強と各クラブ純増2名以上を掲げておられま

す。当クラブとしては地区方針に則り「会員増強はあな

たから始まる」をモットーに会員一人一人が友人を連れ

てきて頂ける様にしていきたいと思います。

目標目標目標目標

3名以上の会員純増

実施計画実施計画実施計画実施計画

8月 会員増強拡大月間

12月 クリスマス例会

会員増強会員増強会員増強会員増強・・・・退会防止委員会退会防止委員会退会防止委員会退会防止委員会

委員長委員長委員長委員長 吉住吉住吉住吉住 哲洋哲洋哲洋哲洋

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

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

活動方針活動方針活動方針活動方針

クラブ会員全員と連携し、職業分類表に沿って、奉仕

活動の原動力となる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。

目標目標目標目標

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す。

新会員推薦の受け入れについては、クラブ会員として

の適格性を検討しすみやかに報告する。

る。

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、個別面談な

どを会長幹事とともに行い退会を未然に防止する 。

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 金谷金谷金谷金谷 昌信昌信昌信昌信

活動方針活動方針活動方針活動方針

中井崇嗣会長の方針である。全会員で協力し、ロータ

リーを輝かそう！ができるように全会員、特に新会員が、

ロータリーを十分理解し、ロータリー会員の特典と責務

を把握できるよう援助することに力を注いでいきます。

奉仕の五部門及び効果的クラブの四つの要素のそれぞれ

について、ロータリアン個人の知識を増幅するような情

報 提 供 を 行 い ま す 。

会員がロータリー活動に積極的に参加できる様に、ロ

ータリーに関する知識や情報を提供し、会員の意識の高

揚に努め、コミュニケーションを図る。

新入会員には、1日も早くクラブに馴染んで頂く為の

機会を計画する。

新入会員候補者には堺フェニックスの概要をわかりや

すく説明し、クラブ入会がスムーズ に運ぶように努め

ます。

実施計画実施計画実施計画実施計画

新入会予定者のインフォメーションを行います。

会員増強と連携し新入会員のフォローをします。新入

会員には、オリエンテーションを実施し、推薦者と相談

しカウンセラーを選任し、見守るクラブ研修リーダーと

連携し例会、勉強会で最新の情報を提供します。特に3

年以内のフレッシュ会員を対象に研究会等を実施する。

地区が開催する新会員セミナーへの参加。

例会、情報集会、クラブフォーラム等を通じてロー

タリーの情報を提供する。

活動方針活動方針活動方針活動方針

クラブ会員、全員協力のもと絆を深める。

目標目標目標目標

１．例会出席率のアップ

２．新入会員歓迎会の継続と会員全員によるアフターフォ

ロー

３．各種記念品のプレゼントの継続

実施計画実施計画実施計画実施計画

７月 親睦例会

８月 納涼バーベキュー大会

11月 秋の親睦旅行（紀州路予定）

12月 クリスマス例会

１月 新春合同例会

３月 17周年記念例会

４月 春の家族会（有馬離宮・花見予定）

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 中井中井中井中井 昭宏昭宏昭宏昭宏

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 中田中田中田中田 聡聡聡聡

活動方針活動方針活動方針活動方針

分かりやすくスピーディーに。

目標目標目標目標

１ 次回、例会1日前には発信を目指す

２ 昨年度に引き続き誤字・脱字・内容に

不備が無い様に気をつける



クラブクラブクラブクラブ広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会

委員長委員長委員長委員長 米田米田米田米田 眞理子眞理子眞理子眞理子

自分自分自分自分だけでだけでだけでだけで大勢大勢大勢大勢のののの人人人人にににに影響影響影響影響をををを与与与与えることはえることはえることはえることは難難難難しいしいしいしい。。。。

理解理解理解理解をををを得得得得るためにはるためにはるためにはるためには、、、、ロータリアンロータリアンロータリアンロータリアンだけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、

ロータリアンロータリアンロータリアンロータリアン以外以外以外以外のののの人人人人をををを含含含含めためためためた数多数多数多数多くのくのくのくの人人人人々々々々にににに

働働働働きかけることがきかけることがきかけることがきかけることが重要重要重要重要だだだだ

ポール・ハリス

１１１１クラブクラブクラブクラブ広報広報広報広報のののの活動方針活動方針活動方針活動方針

ロータリーの広報の目的はロータリーへの理解、そのプロ

グラムへの協力・支援を助長することです。ロータリーの良

いイメージをつくることは、ロータリアン個々の責務であり、

地元と世界規模の両方で活動を行う必要があるとRIウェブサ

イトに記載されています(http://www.rotary.org/ja)。

ポール・ハリスの言葉のようにロータリアンだけでなく、

ロータリアン以外の多くの人々に働きかける必要があります。

下記はロータリー章典記載の「RI広報の目的」です。

ロータリー広報プログラムの目的は、ロータリーのプログ

ラムと綱領に対する理解、評価、支援を助長することである。

本プログラムは、この目的を果たし、人類へのロータリーの

奉仕を広げるものであるならば、優れた広報、好ましい広報、

肯定的イメージがロータリーにとって望ましく、また必要不

可欠な目標であるという認識を、すべてのロータリアンの間

に広めるべきである（ロータリー章典50.010.）。

2 2 2 2 クラブクラブクラブクラブのののの広報広報広報広報実施計画実施計画実施計画実施計画

クラブにおけるロータリー広報の対象は三つあります。一

つ目は対外的な広報、すなわち、地域、世界のロータリアン

以外の人々への広報です。二つ目は他クラブのロータリアン

への広報です。そして、三つ目はクラブ内のロータリアンへ

の広報です。

広報を実行する方法としては、テレビ、新聞、ラジオなど

のマスメディアを通じての広報、クラブ独自の広報イベント、

地域の祭典などへの参加による広報、広報パンフレット、冊

子の配布、クラブホームページやブログなどのインターネッ

トを使った広報などがあります。

しかし、最も大事な広報は、クラブのロータリアン一人一

人が自らロータリーを地域社会に正しく伝えることです。ビ

ル･ゲイツ氏が国際協議会(2009年1月21日)の講演で言ってい

ます。「ロータリアンが口を開くと、皆が耳を傾けます」。

信頼の置けるロータリアンがロータリーを理解し、自クラブ

をよく知り、それを皆に正しく伝えるのが最も効果的な広報

といえます。手続要覧の「個々のロータリアンの責務」とい

う文書に、各ロータリアンは、ロータリーの綱領、プログラ

ム、活動に十分精通し、その交友および職業上の知己を通じ

てロータリーの意図と業績を推進する機会を求めるものと期

待され、ロータリーとは何か、ロータリーが何をしているの

かについて、自ら他の人々に知らせ、地域社会におけるクラ

ブの存在感を一層際立たせる力となるよう要請されている、

と書かれています (手続要覧 22頁、ロータリー章典9.040.1. 

9.040.2.) 。

クラブ広報について、ロータリー章典は下記のように記載し

ています。

メッセージを作成し、それを伝える適切な方法を探すことが

広報の活動である。広報は、いくつかの異なった聴衆に向け

て行われるべきである。これらはすなわち、報道機関（メ

ディア）、地方の政府や自治体役員、事業界、市民リーダー

や市民団体、および資格のある会員候補者ならびにロータ

リー奉仕プロジェクトの影響を直接に受ける人々である

（ロータリー章典9.040．より一部抜粋）。また、広報とクラ

ブのプロジェクトについては、次のように書かれています。

いずれのロータリークラブも毎年主要な社会奉仕活動を一つ

提唱することが望まれる。成功した奉仕プロジェクトは、

ロータリーに対する一般の人々の認識、理解を普及徹底させ

るのに非常に効果的な方法の一つと考えられている。従って、

見事に遂行されたプロジェクトについて、これを一般の人々

に広く知らせる活動は、ロータリー広報にとって不可欠であ

る（手続要覧23頁）。

3 3 3 3 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のののの広報広報広報広報についてについてについてについて

(http://www.rotary.org/ja)

国際ロータリーは機関雑誌「The Rotarian」、地域雑誌

「ロータリーの友」などの機関紙を始めとする出版物、ビデ

オ、ニュースレター、ウェブサイトなど様々なメディアを通

じて、ロータリーの理念やロータリーの奉仕活動を広報して

います。

また、2007年度より「広報補助金制度」が設けられ、年間

200万ドルをそれに投じています。また広報の資源をクラブに

提供し、それらを利用した広報活動をクラブに勧めています。

4 4 4 4 地区内地区内地区内地区内におけるにおけるにおけるにおける広報広報広報広報

地区広報委員会では、上記の広報補助金（21.3小節）を活用

し、ラジオ、新聞等による広報活動を展開しています。地区

内の各クラブでもマスコミなどを通じた数多く広報が行なわ

れており、7０クラブがホームページを開設し、ロータリーの

理念や各クラブの活動を独自に広報しています。

5555 ロータリーロータリーロータリーロータリーをををを知知知知りりりり、、、、ロータリーロータリーロータリーロータリーをををを知知知知ってもらおうってもらおうってもらおうってもらおう

ロータリアン自らがロータリーとロータリークラブをより

良く理解し、それを他の人に伝え、知ってもらう、すなわち、

全てのロータリアンが広報マンになる、これがロータリーの

広報の原点です。

クラブではそのようなロータリアンを育て、またクラブと

してホームページなどでロータリーやクラブの活動などを正

しく伝えることが大切だと思われます。

6 6 6 6 情報情報情報情報についてについてについてについて

ロータリーの基礎知識

ロータリーを調べる

ロータリーの歴史

ロータリー財団の歴史

ポール・ハリスの生涯

以上について勉強会を利用して、学習する機会を設ける。

7 7 7 7 具体的活動計画具体的活動計画具体的活動計画具体的活動計画

フェイスブックを通して堺フェニックスRCの活動を広報する。

週報をクラブホームページに掲載する。



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 京谷京谷京谷京谷 知明知明知明知明

活動方針活動方針活動方針活動方針

奉仕プロジェクト部門は、奉仕委員会（国際奉仕・社会

奉仕）•青少年奉仕委員会の２つの委員会から構成され

ており、活動計画としては、ロータリー財団委員会との

連携を密に取り、グローバル補助金、新地区補助金を有

効利用する国際奉仕活動を推進すると共に、クラブの奉

仕活動が円滑で、すべての人々に喜びをもたらす奉仕活

動を推進して行きたいと存じます。

目標目標目標目標

奉仕委員会（国際奉仕・社会奉仕）•青少年奉仕委員会

共に、クラブ会員全員が参加する奉仕活動で、すべての

人に喜びをもたらす活動を推進して行きたいと思います。

実施計画実施計画実施計画実施計画

（奉仕委員会（国際奉仕・社会奉仕）•青少年奉仕委員

会の実施計画は、両委員会の活動計画の参照）

７月 奉仕委員会（国際奉仕・社会奉仕）委員会会議

８月 青少年奉仕委員会会議

１１月 タイ・ルンピニRC訪問

１月 奉仕委員会（国際奉仕・社会奉仕）委員会会議

２月 青少年奉仕委員会会議

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 村尾村尾村尾村尾 利一利一利一利一

活動方針活動方針活動方針活動方針

地元の地域社 会におけるニーズに合った、奉仕活動

（地域の人達を巻き込んで）の実践をする。

会員全員が奉仕活動の意義と理解を深めながら、長期的

な計画を立て、奉仕活動に参加する事を目指す。

目標目標目標目標

継 続 事 業 の 内 容 の 見 直 し と 活 性 化

地元の地域社会における国際的、人道的、教育的、職業

奉仕関係 青少年を育成 支援するためのプログラムの

立 案

国際奉仕

・タ イ・ルンピニRC協同プロジェクト 消防車寄贈

社会奉仕

・J-GREEN堺フェスティバルへ協力協賛し地域社会への奉仕活

動

・堺市合同震災総合防災訓の支援、参加（内容検討）

・ふるさとの川 内川・土居川美化活動 土居川周辺の

清掃活動

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 仲峯仲峯仲峯仲峯 豊豊豊豊

活動方針活動方針活動方針活動方針

未来の為、青少年に光を当て、輝ける人材を育てよう！

目標目標目標目標

初芝立命館高等学校IACとの合同例会の実施

堺フェニックスのRACの提唱

IAC海外研修への協力

RYLA研修セミナーへの協力

地区大会への青少年の積極的な参加

引き続きアーリーアクトクラブ創設の為の検討・立案の

協議の実施

実施計画実施計画実施計画実施計画

７月 北中登一PDG卓話

IAC年次大会【地区】

８月 澤井ライラ委員長卓話

堺フェニックスRAC 認証状伝達式

９月 初芝立命館高校IAC合同例会

青少年奉仕クラブフォーラム

山田正人青少年交換委員長卓話

１１月RAC合同プロジェクト準備

IAC海外研修オリエンテーション【地区】

１２月ソフトボール教室

１月 初芝立命館IACとの合同例会

２月 IAC三者交流会【地区】

３月 世界RAC週間 3/13RACの日

４月 RYLA研修セミナー 【地区】

５月 5/5こどもの日

６月 IAC新入生歓迎会【地区】

※【地区】・・・地区行事

堺かるた大会の成功

福井フェニックスRCとの合同青少年育成セミナー計画

クラブライラ研修セミナー一日研修計画

（初芝立命館IAC・RAC・米山学生・その他青少年等）

初芝立命館IACとの合同研修セミナーの計画

実施計画実施計画実施計画実施計画

７月 奉仕（国際奉仕・社会奉仕）委員長会議

１１月 堺市合同震災総合防火訓の支援、参加

タイルンピニ訪問

３月 ふるさとの川 内川・土居川美化活動

４月 タイ・ルンピニRC共同プロジェクト

５月 J-GREEN 堺フェスティバル



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 松本松本松本松本 美和子美和子美和子美和子

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 松田松田松田松田 香純香純香純香純

活動方針活動方針活動方針活動方針

会員同士の絆を深める

目標目標目標目標

連絡を密にして、自クラブ内での交流をもっと活発にす

る。

親睦を図り、様々な行事に参加し易くする。

各種記念日プレゼント（グラス・フォトフレーム等）と

し新入会員歓迎会を充実した会にする。

例会の場所を変更して食事会と歓迎会と一緒にする。

実施計画実施計画実施計画実施計画

７月 親睦例会

８月 納涼例会

１０月 地区大会の参加

１２月 クリスマス家族例会

３月 米山記念奨学生お別れ会

６月 会長幹事お疲れ様会

活動方針活動方針活動方針活動方針

活動資源となるご寄付への理解、

財団のシステム理解し「身近な財団」にしよう

目標目標目標目標

１．ロータリー財団への寄付

年次寄付を１人当たりUS 200ドル以上を目標とし、クラ

ブ寄付総額がUS 7000ドル以上となることを目標とする。

・年次寄付： 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、

・恒久基金： ベネファクター、

・使途指定寄付：（ポリオプラス）

・ポール・ハリス・ソサイエティー（年次寄付・MPHF・

POLIOなどへ毎年US 1000ドル寄付を誓約した場合に認証

される)人を募る。

また、 100％ポールハリスフェロークラブの推進。

2.前年度から「未来の夢計画」（Future Vision）が開

始されております。

2011-2012年度、皆様よりご寄付頂きました地区補助金

を活用する実行年度になります。

また、3年先の地域社会への当クラブの奉仕活動計画を

見据えて今年度の寄付金活動を行う。

実施計画実施計画実施計画実施計画

１０月 24日世界ポリオデー

１１月 ロータリー財団月間

（１１月１５日を含む一週間：ロータリー財団月

間）

２月 23日ロータリー創立記念日 ポリオ募金活動

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 石田石田石田石田 得子得子得子得子

活動方針活動方針活動方針活動方針

米山記念奨学事業は

「民間外交として世界に平和の種を蒔く」

ことにあり、留学生への支援は、「未来に向かって平和

の懸け橋をかける奉仕活動である」ということを、全会

員に理解していただき、ロータリアンとしてこの支援活

動に積極的に参加していただくよう、ご協力をお願いす

る。

目標目標目標目標

１．米山記念奨学会の事業内容を更に理解していただく

為の情報の提供。

（米山記念奨学会への寄付金に対する表彰制度を含む）

２．米山奨学生の卓話を通じて、国際交流と相互理解を

推進する。

３．親睦委員会と提携して、親睦行事に留学生を招待し

て相互理解を推進する。

実施計画実施計画実施計画実施計画

１０月 米山奨学生卓話

地区米山記念奨学委員長卓話

１２月 クリスマス例会 招待

３月 米山記念奨学生終了式



9

2014201420142014----2015201520152015年度年度年度年度 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RCRCRCRC運営方針運営方針運営方針運営方針

基本方針基本方針基本方針基本方針

全会員で協力し、ロータリーを輝かそう！

In cooperation with all members. Light up Rotay!In cooperation with all members. Light up Rotay!In cooperation with all members. Light up Rotay!In cooperation with all members. Light up Rotay!

活動方針活動方針活動方針活動方針

2014-15年度 堺フェニックスRCは辻ガバナーの方針に

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事で貢献し、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

きたい。

・クラブと地域の人々の為に“善いことをしよう！”

・対話と友情でクラブ内、地区内に「和」を築こう！

・ホストクラブである“新春合同例会”を成功させる

①会員増強維持

新会員が入会し易い環境を作る

堺フェニックス勉強会の継続

クラブ目標は純増３名

②広報・公共イメージ

地域に根付いた奉仕活動を企画し、広報活動を行い、

公共イメージをアップさせる

ロータリーの公共イメージを利用する

ホームページ・フェイスブック・クラブ会報の充実

③奉仕プロジェクト

タイ・ルンピニRCとの協同プロジェクト

東日本大震災の復興支援

ソフトボール教室の開催

在宅医療フォーラムの開催

堺かるた大会の開催

大仙公園での地域イベントの開催

④青少年の未来

初芝立命館高校IACとの合同プロジェクトを世界イ

ンターアクト週間に実施

片木会長年度で提唱したインターアクトクラブも４

年目を迎えた、中井昭宏会長の進めてきたローターアク

トクラブの育成支援を行う

⑤ロータリー財団

地区補助金の利用

「１００パーセント・ポール・ハリス・フェロークラ

ブ」を推進

ロータリー財団への寄付 １人当たり ＄200

米山記念奨学会への寄付 １人当たり

特別寄付14.000円+普通寄付6.000円 計20.000円

会員一人一人が心に残るロータリーモーメントを

語れるように積極的に奉仕活動に参加すること

会長会長会長会長 中井中井中井中井 崇嗣崇嗣崇嗣崇嗣

活動方針活動方針活動方針活動方針

ロータリークラブ活動の原点である例会を、和やかで楽

しい雰囲気のなかにも規律正しくメリハリの利いた

ものにする。関係部署と連絡を密にし、タイムリー

なプログラムを組んで充実した例会つくりをしたい。

外部卓話の充実。

目標目標目標目標

１） ソングは季節に合った、楽しく親しみやすい曲も

時々入れる。

2） 全会員が1回以上の卓話を行う。

3） 例会中のIT機器の無駄な使用は自粛する。但し卓

話、フォーラムなどに使用するのはIT化の薦めの時

節がら可とする。

4） 食費の無駄を省くため、例会の無断欠席をなくす。

５） 会長、幹事、各委員長と連絡を密にし、例会内容

を充実させる。

６） にこにこ箱への協力要請をする。

実施計画実施計画実施計画実施計画

７月 上半期プログラムの構成、できれば暑気払い例会

も

８月 会員増強拡大月間のための卓話、フォーラムなど

９月 初芝立命館高等学校IACとの交流例会

10月 職業奉仕委員会と連携して秋の家族会を行う

米山月間に関するPR

11月 ロータリー財団理解に関するプログラムの実施

12月 親睦委員と連携して、クリスマス家族例会実施

１月 ロータリー理解推進月間に因んだ卓話、フォーラ

ムなど

２月 税務署長を招いて税務講座

３月 識字率向上月間に因んだ卓話、

春の交通安全週間に協力

４月 ロータリー広報に関する卓話

５月 国際大会参加に向けてのインフォメーション

６月 今年度委員会の目標達成率の評価

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 上田上田上田上田 俊夫俊夫俊夫俊夫



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 仲峯仲峯仲峯仲峯 豊豊豊豊

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 ＩＡＣＩＡＣＩＡＣＩＡＣ年次大会年次大会年次大会年次大会

２０１４２０１４２０１４２０１４年年年年７７７７月月月月２０２０２０２０日日日日

今回は、高野山大学の松下講堂黎明館にて開催されました。雨が降るかと

思いきや、良い天気で、少し蒸し暑い気候でした。

今回、わたしは電車で参加しました。橋本駅からは、ゴットン、ゴットン

と各駅停車で林間の良い景色の中(添付写真)走り抜け、極楽橋駅に到着し

ました。そして、ケーブルカーに乗り換えたいへん急勾配の中、高野山駅

に着きました。そこからはバスで高野山大学まで行きました。

会場になった黎明館(添付写真)は、たいへん広く、IACのメンバーや顧問の

先生方、ロータリアンが集まっても少ない様

な感じでした。(添付写真)

開会式が始まり、辻ガバナー始め、いろんな方のご挨拶

がありました。

午前中は、高野山大学の木下先生から、高野山の歴史に

ついての御講演があり、いろんな高野山についてたいへ

ん勉強になりました。木下先生の講演に熱がはいり、終

わりが昼を過ぎて、12時30分ごろになり、後のスケ

ジュールがずれ、閉会式が遅れました。しかしながら昼

食が終わって、世界遺産の高野山を探訪し心が洗われた

気持ちで、有意義なIAC年次大会になりました。

堺堺堺堺プロバスクラブプロバスクラブプロバスクラブプロバスクラブ第第第第１８１８１８１８期定時総会期定時総会期定時総会期定時総会

２０１４２０１４２０１４２０１４年年年年７７７７月月月月１９１９１９１９日日日日

会会会会 長長長長 中井中井中井中井 崇嗣崇嗣崇嗣崇嗣

7月19日の土曜日に堺プロバスクラ

ブの第18期定時総会と第19期初例会

に出席させて頂き、祝辞を述べさせ

て頂きました。また初例会では室内

緑化、お金をかけなくても家の中に

緑を増やし、癒しを得られる方法に

ついて卓話を頂きました。

プロバスクラブについては会長の時

間にもお話しさせて頂きたいと思い

ますが、皆様お元気で、とてもおお

らかな雰囲気でした。

堺プロバスクラブの今期の目標の中

にもいれておられましたが、ロータ

リークラブの例会へ参加して下さる

とのことですので、多くの機会でク

ラブ同士の会員の交流の場を持って

いけたらと思います。皆様よろしく

お願いします。


