
第820回例会 通巻780号

平成26年8月7日 2014-2015年度Ｎｏ.５

第８２０回 ２０１４－２０１５年度 第５回目

8月7日 １８時３０分 第一ホテル堺

開会点鐘 会 長 中 井 崇 嗣

国歌斉唱

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 石 田 得 子

各種お祝い 親 睦 委 員 長 石 田 得 子

米山記念奨学金授与 米 山 記 念 奨 学 生 康 恵 様

会長の時間 会 長 中 井 崇 嗣

幹事報告 幹 事 内 藤 絵 梨 奈

卓話 青 少 年 奉 仕 委 員 長 仲 峯 豊 様

ニコニコ報告 副 Ｓ Ａ Ａ

出席報告 副 Ｓ Ａ Ａ

閉会点鐘 会 長 中 井 崇 嗣

次回例会ご案内

第６回
8月21日（木）

会員増強卓話
吉住 哲洋会員

第一ホテル堺
１８：３０～

第７回
8月30日（土）

ローターアクト認証伝達式 第一ホテル堺 ３F
１８：３０～



LIGHT UP ROTAR ロータリーに輝きを

会長挨拶
中井崇嗣 会長

本日は辻ガバナー、堀本ガバナー補佐、山崎代表幹

事、公式訪問にお越し頂きありがとうございます。

また先日は暑い中、親睦例会お疲れ様でした。難波

様もご入会おめでとうございます。

さて、本日の会長の時間はガバナー公式訪問につい

てお話しさせて頂きたいと思います。ベテラン会員

の皆様はご存知の事だと思いますが、お聞きくださ

い。 まず、ガバナーとは、RIのその地区における

役員です。地区内のクラブの指導、支援する役割を

担っておられます。ガバナー公式訪問は

①ロータリーの重要な問題に焦点を当て関心を持た

せる

②弱体クラブあるいは問題を抱えたクラブに特別な

関心を払う

③奉仕活動参加へのロータリアンの意欲をかきたて

る

④クラブの定款細則が、ロータリーの組織規定を遵

守している事を確認する

⑤顕著な貢献をした地区内のロータリアンをガバナ

ー自ら表彰する

などの為にあります。

ガバナーから頂くお話、普段は卓話と言っています

が、本日はガバナーアドレスと言います。

アドレスとは演説の意味で、ガバナー公式訪問のク

ラブ例会において、ガバナーがクラブ会員に対して

ロータリーに関する感銘深い講演を行って頂き、ロ

ータリー活動の推進に資するものです。

RIの地区内唯一の役員による講演ですので、皆様し

っかりと傾聴して頂きたいとおもいます。

幹事報告
内藤絵梨奈 幹事

①第2回理事会ご案内

２０１４年８月７日 17：30～ ホテル第一堺 2F

リセスで行います。議案、欠席等ありましたら、ご

連絡ください。

②臨時理事会ご案内

２０１４年８月７日 19：40～ ホテル第一堺 2F

プラネットで行います。

③８月ロータリーレート 102円です。

④８月１４日例会は 定款第６条１節C項により休

会いたします。

⑤日台ロータリー親善会議の総裁である板橋敏雄様

より、台北國立故宮博物院の宝物展開催のご案内の

書簡が届いております。興味のある方は事務所まで

お問い合わせください。

東京国立博物館 平成館 特別展示室

期間2014年6月24日～2014年9月15日

九州国立博物館

期間2014年10月7日～2014年11月30日

2014年7月31日（木）例会の記録（第819回）



皆様 こんにちは、
本日は、2014‐2015年度 地区ガバナー公式訪問で
ございます。
今回、堺フェニックスロータリークラブを、訪問ク
ラブさせていただき、このように大歓迎をしていた
だき、大変な名誉でございます。衷心より感謝申し
上げます。
会長 中井崇嗣様はじめ皆様には、地区運営に多大
なるご理解・ご協力を賜り、心より感謝申し上げま
す。
堺フェニックスロータリークラブ様と申せば、1997
年3月に、堺RCをスポンサークラブとして創立され
ました。2015-2016年度には創立20周年を迎えられ
ます。20年目ということで、いよいよ成熟されて、
これからも、独創性豊な、しかもバランスの取れた
素晴らしいパワーを発揮されることでしょう。
2012-2013年度に『超我の奉仕賞』という、最高の
RI賞を受賞されました、米田眞理子パストガバナー
が、ご在籍のクラブとしても、日本国内34地区でも
有名でございます。
事前の会長・幹事懇談会でも明らかなように、クラ
ブ奉仕・職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉
仕・R-財団部門・R-米山記念奨学部門、等々、全て
の奉仕部門において、申し分のない活動を展開され
ております。
特に地域社会への奉仕・国際交流・新世代の育成・
米山記念奨学生の支援など確実に成果を上げておら
れます。
まさにロータリーのお手本となるような、そして地
区の“エンジン”とも言えるクラブでございます。
クラブ活動方針も、まさにRIテーマと地区方針に沿
ってご計画を進めていただき、感謝申し上げます。

No.2
会員の皆様に心より敬意を表します。
さて、先日訪問させていただきました堺泉ヶ丘ＲＣ
の会長南川正一様は、実は私の大学の先輩でござい
ます。
関西のロータリーでは本当に数少ない卒業生です。
私の知る限り、富田林南RC、堺東南RC、に各1名程
度おられるくらいです。
余談ですが、東京農大の当時の校風は、自由奔放で
、バンカラで開拓魂豊な精神が残っておりました。
その校風で、私も何度も海外に奉仕に飛び出し、つ
いに JICAの青年海外協力隊でマレーシア国に飛び
ました。
お陰さまで、とても言葉では言い尽くせないほどに
、一人海外で、青年期に貴重な体験を積む事が出来
ました。

海外で活動をする、国内で活動する、いずれにして
も、人と人との交流は、常にそこに、お互いの相違
はあるものです。
相手を思いやる心、おもてなしの心、が肝心です。
今このような、心使いが一番大切だということが忘
れられて、当地区では、なかなか本来のロータリー
活動に、戻れない大きな原因のひとつだと考えられ
ます。
一番必要なことは、相互理解のような気がいたしま
す。
本年度は、先の4月29日、R I会長ロン・バートン氏
による地区紛糾裁定の継続を、本年度R I会長ゲイ
リー・ホァン氏も認めておられて、私はそれを尊重
し、裁定を踏襲いたします。
すなわち、そこには、“ 第2640地区が、相違を乗
り越えて前向きな解決作を見出せるよう、地区リー
ダーと地区ロータリアンが協力することを改めてお
願いいたします。”
続いて、それには“ まずこれまでの紛糾を過去の
ものと考え始めて、地区を健全な状態に戻し、ロー
タリーを実践し、みんなに豊な人生を実現するため
の、真の奉仕に取り込むことが出来るはずです。“
とあります。



No.3
それでは今、世界が、日本が、グローバル化し、多
様性がすすむ中、考え方、方法論はいろいろでござ
いますが、目指すところはひとつ、地区内の会員皆
様が願っておりますとうり、１日も早く、本来のロ
ータリーを取り戻したいと考えます。
＋ 本年度は、今までの紛糾を過去のものとして、
すべてを白紙に戻します。
＋ 地区ガバナーの承認なき文章等の配布は、認め
ません。
＋ クラブ会長は、怪文書等をしっかりと検閲され
て、クラブ会員に配布しないよう御願いいたします
。
＋ それとは逆に、地区ガバナーからの告示等は、
クラブ会長が全会員にいきわたるよう、ご配慮お願
いいたします。
＋ パストガバナーには、必要な委員会の中で、お
役目を御願い申し上げます。
＋ 当面は、10月25日、26日の地区大会準備とそこ
での決議で地区賦課金のご承認を得ることに、全力
で努力いたします。
＋ 地区大会は、従来にない手づくりの地区大会を
めざして、大会二日目後半は、地元住民も参加頂き
、楽しいロータリーデーを同時に開催いたします。
（説明）
＋ 大会に先立ち、１０月２０日は、大会記念チャ
リティーゴルフ大会も行います。
あるクラブは、すでにクラブの親睦ゴルフを地区に
あわせて、計画していただいております。
私も、ロータリー入会以来、クラブ活動、地区活動
を通じて、海外の青少年や姉妹クラブにおける国際
交流活動で、又地域での奉仕活動で、東日本大震災
での被災地支援活動で、いずれにおいても、ロータ
リアンの仲間、ロータリーファミリーや一般の人々
と共に、長年にわたり言葉では言い尽くせない、心
温まるご支援やご協力を賜りました。
日本の「思いやりの心」や「おもてなし文化」の一
つ象徴であります。

No.４
さらに本年度、RI2640地区関しましても、ほとんど
無条件にて、多くのクラブメンバーの方々には、地
区運営の要として、ご協力賜っております。
全てに、感謝!! 感謝!! でございます。
皆様の絶大なるご協力をお願い申し上げます。
世界が、日本社会が、グローバル化しつつ、多くの
問題を未解決のままに、大きく転換しようとしてい
ます。
そこで若者達は、今、何が出来るのか。
世界を変えるには、自分を変えなければなりません
。
自身変えるために、勇気を持って海外へ、一歩を歩
みだしましょう。
成功するには全く違う言語、文化、社会を経験する
必要があります。
若いときの、海外での経験は、個人を変えるだけで
なく、社会を、世界を、変える可能性があります。
“自分を信じれば世界は変えられます。”

ロータリーの留学経験が世界平和のひとつ『鍵』な
のです。
ロータリーの国際交流活動が世界理解につながりま
す。
ロータリーの地域社会での奉仕活動も世界理解につ
ながると考えられます。
ロータリーの活動は全て「世界平和」につながりま
す。
このあと、ガバナーの責務でございます。
国際協議会のご報告をさせていただきます。



欠席報告

石田 会員 家族療養のため

河野 会員 仕事の為

田辺 会員 仕事の為

中野 会員 仕事の為

松田 会員 仕事の為

村尾 会員 仕事の為

松本 会員 家族療養の為

出席報告

在籍者 ３１名 出席者 ２１名

出席計算会員２８名 欠席者 ７名

出席免除会員 ４名
（田中会員・片木会員・小林会員・山田会員）

免除出席者 １名
（片木会員）

先々週修正出席率
７月３日 92.85％

出席率
７５．００％

ニコニコ報告

中井 崇嗣 会長

辻ガバナー、堀本ガバナー補佐、山崎代表幹事、
本日は公式訪問ありがとうございます。今後とも
ご指導よろしくお願い致します。

仲峯 豊 会長エレクト

今晩は、辻ガバナー、堀本ガバナー補佐様、山崎
代表幹事様ようこそお越し下さいました。有難う
ございます。よろしくお願い致します。

中井 昭宏 直前会長

辻DG様、堀本AG様、山崎代表幹事様、本日は公式
訪問にお越し頂き有難うございます。

米田 眞理子 PDG

辻ガバナー様、本日は公式訪問有難うございます
。堀本ガバナー補佐様、山崎代表幹事様、ご苦労
様です。本日ガバナーアドレス楽しみにしていま
す。

犬伏 幸代 会員

辻ガバナー本日はお忙しい中、当クラブへようこ
そお越しいただきありがとうございました。

上好 まゆみ 会員

PM5：30に来ることが出来なくて申し訳ございま
せん。

小野 晃範 会員

辻ガバナー、山崎代表幹事、堀本ガバナー補佐様
、お暑い中、本日はありがとうございます。この
一年間よろしくご指導お願い申し上げます。

京谷 知明 会員

辻ガバナー、堀本ガバナー補佐、山崎代表幹事様
、本日は公式訪問ありがとうございます。

犬伏さん、本日はお誕生日ですね、おめでとうご
ざいます。

酒井 誠 会員

辻ガバナー、山崎地区代表幹事、堀本ガバナー補
佐本日はありがとうございました。犬伏さんお誕
生日おめでとうございます。

仲峯 由美様

辻ガバナー、堀本ガバナー補佐様、山崎代表幹事
様、お暑い中、お越し頂きありがとうございます
。今年度よろしくお願い致します。

メイクアップ報告

中井（昭）会員 7/31 愛知REC

中野 会員 7/31 富田林RCアッセンブリー

上好 会員 7/18 2650地区三国ＲＣ

内藤 絵梨奈 幹事

辻ガバナー様、堀本ガバナー補佐様、山崎代表幹
事様、本日は公式訪問、暑い中、ありがとうござ
います。

上田 俊夫 SAA

辻ガバナー他地区役員の皆様、ようこそ堺フェニ
ックスへ、本日はよろしくお願いします。


