
第821回例会 通巻781号

平成26年8月21日 2014-2015年度Ｎｏ.6

第８２０回 ２０１４－２０１５年度 第６回目

8月21日 １８時３０分 第一ホテル堺

開会点鐘 会 長 中 井 崇 嗣

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ斉唱 四つのテストの歌

ロータリーの目的

お客様紹介 親 睦 委 員

国際ロータリー
第２６５０地区

丸 岡 Ｒ Ｃ 会 長 下 村 晴 夫 様

幹 事 髙 嶋 勝 美 様

国際奉仕委員長 下 田 重 道 様

会長の時間 会 長 中 井 崇 嗣

ロータリーの友 村 尾 利 一

委員会報告 奉仕プロジェクト委員長 京 谷 知 明

卓話 会員増強・退会防止委員会 吉 住 哲 洋

閉会点鐘 会 長 中 井 崇 嗣

次回例会ご案内

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
18：30～ ３F

第８回
９月４日（木）

卓話 青少年交換委員長
山田 正人様

第一ホテル堺
18：30～



LIGHT UP ROTAR ロータリーに輝きを

中井昭宏会長年度より準備を進めてきた堺フェニック
スローターアクトクラブが7／29に加盟認証されまし
たことをご報告させて頂きます。
それに伴いまして8月30日に加盟認証状伝達式を行い
ます。詳細はこの後ご報告があると思いますので皆様
ご確認下さい。
本日の会長の時間はそれに伴いまして、ローターア
クトクラブについてお話させて頂きたいと思います。
ベテラン会員の皆様は既によくご存知だと思います
がおつきあい下さい。

ローターアクトプログラムは、若者が個々の能力の
開発に当たって役立つ知識と技能を身につけ、それぞ
れの地域社会における物質的、社会的なニーズに取り
組み親睦と奉仕活動を通じて全世界の人々の間により
良い信頼関係を推進するための機会を提供するもので
す。ローターアクトクラブは、提唱ロータリークラブ
の近隣地域内に居住、または就職、就学している18歳
から30歳までの若者（ローターアクター）によって構
成されます。会員が30歳になったローターアクト年度
の6月30日にローターアクト会員身分が終結します。

今回加盟認証されましたのは堺フェニックスロータ
ーアクトクラブという名称で初代会長は元清風南海高
校インターアクトクラブ会長の上田大夏くんです。

当クラブは片木会長年度に初芝立命館高等学校インタ
ーアクトクラブを提唱されました。そして3年が経ち
インターアクトクラブを卒業した若者の次なる活躍の
場をということで中井昭宏直前会長が発案されました
。

皆様にはこれからも引き続きインターアクターやロ
ーターアクターのお手本となるよう、ルールを遵守し
一緒に活動頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
これで会長の時間を終わります。ありがとうござい
ました。

国際ロータリー第２６４０地区
2014-15年度地区大会事務所開所のご案内
開所日 ８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 ガバナー事務所内
ＴＥＬ 0721-55-2640 FAX 0721-55-2641
E-mail chikutaikai2640＠aria.ocn.ne.jp

RI認証 「第１３回ロータリー全国囲碁大会」
のご案内が届いております。
ご興味がありましたら、堺フェニックスRC事務局まで
お問い合わせください。

堺フェニックスRCクラブ内連絡
①事務局夏季休暇のご案内

ガバナー事務所順守に伴い
８月１１日～１５日は休業とさせて頂きます。

②8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。

次回例会は８月２１日第一ホテルで行います。

③８月２８日は例会変更です。

８月３０日、堺フェニックスローターアクトクラブ
認証状伝達式を行います。
時間は１８：３０～ ホテル第一堺３Ｆ です。
お間違えのないようにお願い致します。

2014年8月7日（木）例会の記録（第820回）



タイ王国 アムナートチャルーン県における

防災環境向上プロジェクト

村尾奉仕委員長が欠席ですので、奉仕プロジェクトより本

年の奉仕計画であるタイへの消防車寄贈プロジェクトの経

過について連絡させて頂きます。

現在 堺市の消防にプロジェクトの趣旨などを説明し、本

年１０月に廃車予定の「水槽タンク付消防ポンプ車」を提供

頂けるように交渉中です。また、タイ・ルンピニRCとの協力

し、消防車の寄贈先として、消防車や救急車の不足してい

るタイ東北部に位置する、アムナートルチャルーンRCを通

じてアムナートルチャルーン県へ寄贈する計画が進んでい

ます。

みなさん ご存知と通りタイ・バンコク周辺の都市では、経

済的に豊かになってきていますが、地方に目を向ければ、

非常に貧しい状態にあり、財政的にも苦しい中、防災環境

が整えられていないという現状があります。今回のプロジ

ェクトの実施場所となる、アムナートルチャルーン県も、消

防車や救急車が不足し、火災の際に満足な対応ができて

いない深刻な状況にあります。少しでも多くの生命・財産を

守る為にも、日本の「水槽付消防ポンプ自動車」を寄贈す

るというこのプロジェクトは、大変意味のあるものであると

考えられます。

今回のプロジェクト実施に伴い、ただ消防車を贈る活動

のみで終わる事なく、皆さん一人一人が参加する事のでき

る奉仕 職業奉仕を通じて（歯ブラシ・バンドエイドなどの

衛生品・絵本）など、貴方が出来る奉仕を検討していただく

事をお願い申し上げ、経過報告とさせて頂きます。

本日のお客様

米山記念奨学生 康恵 様

各種お祝い

会員誕生日

中井（崇）会員、河野会員、小山会員、難波会員

家族誕生日

田辺会員、京谷会員、田中会員、中野会員

創立記念日

小林会員、猿田会員、仲峯（豊）、仲峯（由）

入会記念日

河野会員、片岡会員



こんばんは、本日はクラブ青少年奉仕委員長として卓話さ
せて頂きます。まずこれは、以前地区青少年ライラ委員長
をさせていただいている時に、ＲＩからホームページを通じ
て送って頂いたものです。これは青少年いわゆる新世代
にＲＩとして今後のロータリーに対する懸念されている事が
書かれています。ではご紹介したいと思います。
『2011年12月 地区委員長各位

ロータリアンは長年の間、青少年や若者を対象とした奉仕
活動を行ってきました。ロータリー・クラブは、国際ロータリ
ー青少年プログラムを通じ、次世代の若者を地域や世界
のリーダーへと育成し、生涯続く奉仕への献身を培うこと
ができます。
そうした恩恵にも関わらず、ロータリー青少年交換、RYLA、

インターアクトやローターアクト・クラブでの活動が終了す
ると、若者たちのロータリーとのつながりが希薄になってし
まいがちです。これらの熱意に満ちた能力ある若者にロー
タリー・ファミリーの一員として継続して活動に参加してもら
うため、ロータリアンに働きかけを行ったり、青少年奉仕を
実施するにあたり、地区委員長としてどのような支援がで
きるでしょうか。
支援において特に重要な鍵となるのが、ロータリーの4つ

の新世代プログラムです。各プログラムは、青少年、若者
、ロータリアンが一緒に奉仕活動に参加できるように組み
立てられています。これらのプログラムは、将来性のある
若いリーダーがスキルを身に付け、ロータリーの世界的ネ
ットワークと継続してつながりを持つ機会を提供するもので
す。

地区内で、青少年や若者が引き続きロータリーとのつなが
りを保つことができるような環境作りを行ってください。まず
第一には、地区内の学校や地域で、4つの青少年プログラ

ムを活発に実施しているかどうかを確かめることが重要で
す。すべてのプログラムが活発に展開されていれば、12歳

から成人までの若者が、ロータリーとのつながりを継続し
て保つための土台が築かれているということになります。
地区で率先して青少年プログラムを実施するには、以下を
参考にしてください。

ロータリー青少年交換学生やＩＡＣ・ＲＡＣ及び（米山記念奨
学生）を、地区のRYLAに招待する。ローターアクターが、年

下の生徒のメンターとなれるよう、ローターアクト・クラブと
インターアクト・クラブの橋渡しをする。大学に進学するイン
ターアクターに、大学に活動拠点を置くローターアクト・クラ
ブを紹介する。または、地域に活動拠点を置くローターア
クト・クラブの設立を支援する。
RYLA学友に、RYLAカウンセラー、進行役を務めてもらうよう
依頼、また、スタッフを支援するようお願いする。

ローターアクターが中心となって行うソーシャルメディア、
画期的な奉仕プロジェクト、多様性に関するワークショップ
を計画する。

世界中の若者は、私たちの未来です。未来のロータリアン
となる青少年を奉仕の世界へと導く活動に、皆さまのご協
力をお願いいたします。
アンジェラM. フォーフィア（Angela M. Forfeit）
新世代スーパーバイザー

（New Generations Supervisor）
RIプログラム部（RI Programs）』
以上です。
そこで、現在地区内でRAC・IAC両方を有するクラブはそん
なにはありません。
しかしその中で私達堺フェニックスRCは初芝立命館高等学
校IACそして今回加盟認証状が下り堺フェニックスRACが立
ち上がりました。

私達クラブは青少年奉仕にしっかり活動出来る、お膳立て
が出来ました。
そこで先程RIが懸念する若い人たちがロータリーとのつな

がりが希薄している。素晴らしい能力の持った若い人材を
いかにロータリーの一員として働きかけていくかが問われ
ている現在の状況です。

まず働きかける前に、私達ロータリアンが自らのクラブに
若い人材を受け入れる基盤が出来ているかどうかに掛っ
ています。

新たな人材に入って頂く為に、クラブの雰囲気として世代
交代の気運が高まっているかが重要なことです。
我が堺フェニックスRCは今までに諸先輩方が素晴らしいク

ラブに築き上げて頂き、数々の光り輝く奉仕活動の実績を
創り上げ、我が米田ガバナーを輩出したクラブです。それ
らのほこりを新しい世代にいかに引き継いでいけるかが問
題です。

当然、孔子の古いことわざに「温故知新」という言葉が有り
ます。
（古きを温たずねて新しきを知る以って師となるべし）

古いものを押し付けるのではなく、今までに築いて来られ
た良きものを理解し、それを如何にして若い人材に受け継
いでいけるかを考える時だと思います。

今回新しいローターアクトクラブの若いメンバーを有するク
ラブになりました。そこでまず私達ロータリアンから模範を
示していき、ロータリーとして当然守るべきルールをしっか
り教えて行かなければならないと思います。
その中にRIが懸念している世代交代をスムーズにうまく切
り開き地区の中で私達堺フェニックスRCが模範となるクラ
ブ創りをめざして行きたいと思います。

何卒、若い人材を守り育てて行ける土壌を創って頂きたく
今後ともお願い致します。

御静聴ありがとうございました。



欠席報告

片岡 会員 仕事の為

中野 会員 仕事の為

中田 会員 仕事の為

難波 会員 仕事の為

酒井 会員 仕事の為

犬伏 会員 仕事の為

猿田 会員 出張の為

田辺 会員

仲峯由会員

出席報告

在籍者 ３１名 出席者 ２０名

出席計算会員２９名 欠席者 ９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 ２名
（片木会員 田中会員）

先々週修正出席率
７月１７日 92.31％

出席率
６８．９７％

ニコニコ報告

中井 昭宏 直前会長

８月３０日は堺フェニックスローターアクトクラ
ブのチャーターナイトがあります。ロータリーの
プログラムの１つです。インターアクトに続きロ
ーターアクトが仲間、ロータリーファミリーとな
ります。仲峯様卓話ありがとうございます。

石田 得子 会員

ガバナー公式訪問欠席申し訳ありませんでした。

上好まゆみ 会員

８月５日大腸内視鏡の検査結果無事手術しなくて
済みました、よかったです。

河野 強 会員

入会記念日、誕生日ありがとうございます。私も
今年で40才になります。節目の年ですのでロータ
リー活動を含め地域社会に必要な事業・活動を頑
張っていきます。

田中 範子 会員

娘にお祝いをありがとうございます。

松田 香純 会員

二週にわたり例会を欠席いたしました。皆様には
大変ご心配をおかけいたしましたが、おかげさま
で、愛娘の手術の経過は順調です。毎日元気に夏
休みの宿題をさしております。会員の皆様より温
かいお声をかけていただきありがとうございまし
た。

松本美和子 会員

毎日猛暑が続いておりますが皆様お体を大切にお
過ごしください。河野さんマウンテンバイク素敵
ですネ。

宮前美穂子 会員

仲峯会員の卓話たのしみにしています。

村尾 利一 会員

２回欠席しまして、申し訳ありません。暑い日が
続いておりますが体調に気を付けて、お仕事、ロ
ータリーガンバリましょう！

内藤 絵梨奈 幹事

今日は康恵さんにお会いできて嬉しいですが、シ
ュウブンさんがその後、中国で就職できたと聞き
、嬉しく思っております。

メイクアップ報告

中野 一郎会員 ７月２６日 地区会長会議

松田 香純会員 ８月１日 東京米山REC

河野 強会員
８月２日rotary-E-club

sunrise of japan

米田 眞理子会員 ８月２日 米山学友会

中井 昭宏会員
８月４日rotary-E-club

sunrise of japan



日 程 ２０１４年８月３０日（土）
場 所 ホテル第一堺 ３Ｆ

「 フェニックスの間 」

登録受付 １８：００より
認証状伝達式 １８：３０～１９：３０
祝宴 １９：３０～２０：３０

堺フェニックスロータリークラブ
会長 中井 崇嗣

青少年奉仕委員長 仲峯 豊

堺フェニックスローターアクトクラブ
会長 上田 大夏


