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8月30日 １８時３０分 第一ホテル堺

堺フェニックスローターアクトクラブ認証伝達式

開会点鐘 堺フェニックスＲＣ
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
堺フェニックスの歌・ローターラクトの歌

提唱クラブ会長挨拶 堺フェニックスＲＣ
会 長 中 井 崇 嗣

堺フェニックス
ＲＡＣ会長挨拶

堺フェニックス R A C
会 長 上 田 大 夏

祝辞

閉会点鐘 堺フェニックスＲＣ
会 長 中 井 崇 嗣

チャーターナイト

次回例会ご案内

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～

第９回
９月４日（木）

卓話 第一ホテル堺
18：30～



LIGHT UP ROTAR ロータリーに輝きを

皆さん、こんばんは。本日は福井県の丸岡RCより、会
長の下村様、幹事髙嶋様、国際奉仕委員長の下田様、
ようこそお越し下さいました。後ほどタイへの奉仕プ
ロジェクトに関してお話頂けるとのこと、よろしくお
願い致します。本日は堺フェニックスRCの例会をお楽
しみ下さい。ここ2週間、特に災害のニュースが頻繁
に流れております。奉仕委員会からもご報告がござい
ますが、この災害に関してクラブとしても私たちにで
きることを行い、少しでも被害にあわれた方々のお役
に立てればと考えておりますので、皆様ご協力お願い
致します。
さて、ロータリーには特別月間と言うものがございま
す。これはクラブだけでなく、ロータリアン一人ひと
りが、ロータリーの活動に参加するよう強調する為、
国際ロータリー（RI）理事会が指定した月間のことで
す。8月は『会員増強および拡大月間』となっており
ます。会員増強には内部拡大と外部拡大の二つがあり
ます。内部拡大はクラブの区域内で得られている適格
な職業分類の代表者に入会してもらい、クラブの会員
数を増やすことです。
外部拡大はロータリークラブがまだ存在していないと
ころに新しくクラブを設立してロータリーを拡大し、
会員数を増やす活動です。この活動は地区においては
ガバナーとスポンサークラブの協力で行われ、無地区
区域では国際ロータリー理事会のもとで遂行されます
。クラブの拡大は会員数増加の牽引車的な役割を担っ
ています。
本日は、吉住会員が会員増強・維持委員長として卓話
をして下さいます。吉住様よろしくお願い致します。
ロータリーに入会され日も浅い方でも卓話の機会など
を通じて、一つ一つ知識を増やして頂ければと思いま
す。ベテラン会員の皆様の協力を頂きつつ一緒に勉強
して参りたいと思いますので、皆様ご協力お願い致し
ます。

ＫＵＭＡＴＯＲＩ向日葵ロータリークラブ
ＲＩ加盟認証日 ： 2014年8月13日
チャーターメンバー ： 20名
会長 ： 飯岡 典子 幹事 ： 角谷 純郎
ガバナー特別代表 ：

堀本 欣吾（堺フラワーロータリークラブ）
スポンサークラブ ：堺フラワーロータリークラブ
クラブ事務所 ：
〒590－0021 堺市堺区北三国ヶ丘町1－1－16  C－18
TEL 072－233－3360 FAX 072－233－3361
E-MAIL kumatorihimawari@gmail.com
例会場 ： グリーンデイサービスセンター
〒590-0402 大阪府泉南郡熊取町大久保北3-262-1
例会日 ： 金曜日 20：00～21：00
（ビジターフィー料金 1,000円）

例会変更の案内
次週は例会変更です。
２８日 → ３０日第一ホテル堺１８：３０～
堺フェニックスＲＡＣ認証状伝達式 です。

理事会ご案内
９月４日第３回理事会を行います。
理事役員の皆様は、
１７：３０～ ２Ｆリセス へお集まりください。
また議題等ありましたらご連絡ください。

会費ご案内
会費をまだご入金いただいておられない会員様は金曜
日中にお願いいたします。

国際ロータリー第２６４０地区ガバナー事務所より
「私の心に残るロータリーモーメント」

ご提出のお願い
残暑厳しき折、皆様いかがお過ごしでしょうか。
早速ではございますが、過日クラブ会長会におきまし
てお知らせ致しましたとおり、本年度地区大会第２日
目10月26日に、ロータリアンの素晴らしい体験談をク
ローズアップし、『私の心に残るロータリーの体験』
（ロータリーモーメント）を語ることで、友好を深め
たいと地区友好推進委員会で考えております。
つきましては、以前よりお願いしておりますように、
各クラブ様皆様の素晴らしい体験を原稿にてお送り願
います。

2014年8月21日（木）例会の記録（第821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

このプロジェクトは、タイの人々が、より安心できる
環境を共に作っていくことで、さらに日本との交流も
深まる大変意味のあるものです。

プロジェクト概要
タイ・バンコク周辺の都市では、経済的に豊かになっ
てきていると言われています。しかし、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、タイ東北
部に位置する、アムナートルチャルーン県も、消防車
や救急車の不足や劣化により、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」を寄贈するというプロジェクトです。

実施予定 2014年12月 初旬

実施場所 タイ王国 アムナートチャルーン県

実施者 主催 堺フェニックスロータリークラブ

ルンピニロータリークラブ

アムナートチャルーンロータリークラブ

協力 堺市消防局 （消防自動車提供）

実施内容 水槽付消防ポンプ自動車 １台
約1500リットルの水を積載しているため、水源を確保
することなく火災現場直近で早期に消火活動を開始す
ることができ、本プロジェクトに最も適してた車両で
す。

アムナートチャルーン県は、ラオスとの国境を有し

7の郡に分かれ、その下に56の町と、653の村がある。

タイからの依頼文 （小林会員の通訳）

アムナートチャルーン県パップラトゥンラーチャ
ウォンサー郡カンポーン村役所から アムナート
チャルーン県ロータリークラブ会長あて

散水車寄贈について 私たちの地域は農耕民が多
く、気候的には暑期には雨も少なく、自然火災が
頻発している一方で、散水車が不足しています。
よって散水車を大変必要としています。

タイでは、消防車と言う表現言葉がないので散水
車と訳されています。



福知山 水害復興支援のお知らせ

急啓 福知山市内では8月16日夜から17日昼頃にかけて

、雷を伴う激しい雨が降り、市街地を中心に内水被害が

発生した。これに伴い当クラブでは、被災地のロータリ

ークラブと連携して可能な限り災害支援をしてまいりた

いと存じます。皆様からのボランティア申請や支援物資

（マスク・雑巾・消毒液・軍手等）が御座いましたら、

クラブ事務所まで申し出下さいますようお待ち申し上げ

ております。今後の行事につきましても、随時ご連絡申

し上げます。

地震災害にあわれた方々に、心よりお見舞い申し上げ

、取り急ぎ 水害支援連絡を申し上げます。

支援総括 中井 崇嗣

支援本部長 京谷 知明

支援副本部長 村尾 利一

クラブとしては、消防車の寄贈のみで終わることな
く、全ての会員がこのプリジェクトに参加している
意識を強く持っていただく為にも、同時に皆さんが
奉仕（歯ブラシ・マスク・文具・絵本など）をご検
討下さいます様お願い申し上げます。



インターアクトクラブ国際交流親睦会の御案内
１．日 時：２０１４年 ９月７日（日）

１０：００ 登録開始
１０：３０ 開 会 式
１１：００ 映画「ふしぎな石」

（「地球のステージ製作」）
１２：４５ 東北震災ボランティア報告

（松原高校自治会）
ワークショップ：「クロスロード・ゲーム」

１５：００ 閉 会 式
２．場 所： 桃山学院大学

〒594-1198 大阪府和泉市まなび野1-1 
（会場：カンタベリー館、聖マーガレット館）

ご参加いただける会員様はご連絡ください。

全国統一アクトの日のご案内
ワークショップ形式でのメインプログラムを実

施致します。今後の活動がより充実したものとな
るよう、「広報力」を主眼においたプログラムを
準備しております。
日 時 ２０１４年 ９月７日（日）
場 所 [メインプログラム] 
内 容
・各クラブや地区の様々な事について話し合います。
・広報力アップのための講座を開催します。
・皆の絆と友情を深めるために懇親会を行います。

青少年奉仕報告

委員長 仲峯 豊会員

本日のお客様

国際ロータリー第２６５０地区

丸岡ロータリークラブ 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

国際ロータリー第２６６０地区

大阪西ロータリークラブ 林 博明 様

親睦委員会

代理 中田 聡 会員

ロータリーの友紹介

村尾 利一 会員

ロータリーの友見どころ
★ロータリーでは８月は会員増強拡大月間です。ＲＩ
会長賞も増強について 自分の家族配偶者女性の会員
の増強を最優先の事項としております。

（詳細 Ｐ３ を参照）
★ロータリーを楽しもう。（会員維持に大きな役割を
果たす同好会）各クラブ特色ある同好会が掲載されて
います。

（詳細 Ｐ７～Ｐ９を参照）
★当クラブの記事が掲載されています。シドニー国際
大会での当クラブ仲峯夫妻の挙式に関する記事が掲載
されています。

（詳細 Ｐ２０を参照）
★わがまち そしてロータリーシャッター通りの街を
イベントを計画し、街を活性化

（詳細 Ｐ７３～Ｐ７６を参照）



今月は会員増強拡大月間でございますので、本日は会員増強
・維持委員長の私、吉住が会員増強についてお話しさせて頂
きたいと思います。
会員増強するには当然ながら会員を勧誘しなければなりませ
ん。そこで勧誘の方策を立てる際に考える事と致しまして次
の事が考えられます。
・人はどのような基準を元に、ボランティア活動をする為の

団体を選ぶのか？
・日本におけるボランティア活動の選択肢にはどの様な

ものがあるか？
・クラブは会員候補が求めている機会を提供しているか？
・他の団体やボランティアの機会と比べて、ロータリークラ

ブ会員に与えられる利点にはどの様なものがあるか？
・他の団体やボランティアの機会と比べて、ロータリークラ

ブを選んでもらえる様にするにはどうすればよいか？

こうした事を土台として会員が話し合い、奉仕活動をしたい
という人にロータリークラブを選んでもらえるよう最良の方
法とは何かを検討していくことが重要であると思います。
会員の恩典として
・定評のある国際的な奉仕団体に所属する機会
・地域社会で同じ様な志を持つ人々との同胞関係、親睦、

友情を育むこと
・ビジネスの人脈作り

次に会員候補者を探す際に資格ある会員候補者を特定する事
が必要になります。特定するには次の事が挙げられます。
・現在、専門職務、事業主、企業幹部又は管理職に

就いているか、これらの職を引退 した人
・地域社会の活動に自ら参加することによって奉仕に

献身してきた地域社会のリーダー
・ロータリー財団の学友

又会員候補者は次の点も満たしていなければなりません。
・クラブ週例会への出席と地域社会プロジェクトへの参加の

義務を果たせること
・クラブの所在地域に居住又は勤務していること
・クラブで未充填の職業分類に該当すること

（ロータリー財団の学友は例外）

次に地元社会の専門職業と事業の人口構成を代表するような
ロータリークラブにする事が理想的とされており、クラブは
女性や若年層、様々な職業分野の人々を入会させる事で、ク
ラブの会員組織に多様性を持たせる事が重要だと考えられま
す。その為にも勧誘対象を見定める為にクラブを客観的に評
価する事が必要になってきます。
多様な会員を勧誘し、維持することのメリットとして次の事
が挙げられます。
・地域社会での信頼性が増す
・考え方、アイデア、才能、技能の幅が広がる
・クラブ、地区、ゾーン・レベルの指導者を生み出す機会が

無限に広がる
・募金の可能性が高まる

多様な会員を獲得するためには
・職業分類に照らして勧誘する
・専門職業につく女性や若年層の会員を増やす。

資格のある若い人々には、多忙なスケジュールや家庭での責

任、あるいは経済的な制約があるものです。
こうした若い人々が入会をしやすくなる様、又、入会したい
と思わせるような動機を検討することも必要になってくるか
と思います。
若年層の会員候補者を入会しやすくするためには
・専門職業に就く若い人々にとって都合の良いクラブの親睦
活動やネットワーク作りの活動を新たに設ける

・専門職業に就く若い人々が会員義務を果たすこと出来様
例会の代わりとなる方法
（例会メークアップの為のＥクラブなど）を紹介する

経済的な面において
・一定期間、会費を免除又は減額する。
・クラブでかかる食費を減額する。

次に勧誘する立場である私たちクラブ会員のお話しです。
勧誘活動における会員の責務を強調する
勧誘活動における会員の責務とは次の事が挙げられます。
・新会員をクラブに推薦する
・資格ある候補者を他のクラブに紹介する
・関心のある人にロータリーのホームページ
（ww.rotary.org）の 「クラブの所在地検索」で最寄りの
ロータリークラブが検索できる事を伝える

・移転するロータリアンを転居先のクラブに紹介する

会員候補者にロータリーを紹介するうえで十分な情報資料の
提供が必要であると思います。十分な情報を提供をされたう
えで、ロータリーのプログラムに関する情報、会員の恩典と
義務など会員候補者は明確に理解しておく必要があり、ロー
タリーについてよく知らずに入会した会員は１～２年で退会
してしまう可能性が高いといえます。

次に会員増強について友好的な成功事例の一例です。
・クラブの有意義な活動やプロジェクトに会員候補者を
招き、参加してもらう

・配偶者にも入会を勧めるよう会員に求める一方、入会の
インセンティブ（動機）
（一年間クラブ会費を免除するなど）を与える

・人目に引く店頭などにスペースを借りて、地域社会で
クラブが行っている活動についての展示を行う。

・プログラム学友（元ローターアクト、インターアクト、
その他のＲＩと財団の教育プログラム参加者）の
データベースを作成し、これらの人々がロータリアンと
なる様、積極的に勧誘活動が行えるようにする。

最後に活動方針として
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％の会員増強と各クラブ純増２名以上を掲げておられま
す。当クラブと致しま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
頂けるようなクラブ環境づくりに努めたいと思います。会員
増強の目標として当クラブは３名以上の会員純増を掲げてお
ります。

以上、これにて会員増強についてのお話しを終わらさせて頂
きます。



欠席報告

出席報告

在籍者 ３１名 出席者 １９名

出席計算会員２８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 １名
（片木会員）

先々週修正出席率
７月２４日 85.71％

出席率
６７．７１％

ニコニコ報告

国際ロータリー第2650地区丸岡ロータリークラブ
会長 下村 晴夫様
中井会長様はじめ堺フェニックスRCの皆様、本日は大
変お世話になります。浄水器寄贈について京谷様お力
添えを頂き有難うございます。上好まゆみさん久しぶ
りです。よろしくお願いします。
幹事 髙嶋勝美様
本日は、おせわになります。
国際奉仕委員長 下田重道様
はじめまして、今日はお世話になります。
よろしくお願いいたします。

国際ロータリー第2660地区
大阪西ロータリークラブ 林 博明様
久しぶりに堺フェニックスに参りました。今後とも何
卒よろしくお願い申し上げます。

中井 崇嗣 会長
本日は丸岡RCから会長の下村様、幹事髙嶋様、国際奉
仕委員長下田様、大阪西RC林様、ようこそおこし下さ
いました。ごゆっくりお過ごしください。吉住様、本
日卓話ありがとうございます。

中井 昭宏 直前会長
丸岡ロータリークラブ下村会長様、髙嶋幹事様、下田
国際奉仕委員長様、大阪西ロータリークラブ林様、よ
うこそ堺フェニックスRCへお越しくださいました。吉
住様本日の卓話ありがとうございます。広島での水災
害、心が痛みます。

上好 まゆみ 会員
福井のお客様に再会できてとてもうれしいです。あり
がとうございます。

京谷 知明 会員
本日は丸岡ロータリークラブ、下村会長様、髙嶋幹事
様、下田国際奉仕委員長様、ようこそ！
ロータリーの友「我がまち そしてロータリー」のコ
ーナーに堺市を掲載して頂く為 8月11日から13日の間
ロータリーの友より編集ライターの池辺史生様とカメ
ラマンの佐藤敬様が堺市に取材に来られました。堺市
のものづくり支援課を通じて、堺の歴史や伝統産業な
どの取材に同行し、私自身、地元の堺について改めて
知ることができ本当に勉強になりました。
後日、編集ライターの池辺史生様より、所属する堺フ
ェニックスへと多額のニコニコをお預かり致しました
ので、報告と共にニコニコをお渡しいたします。掲載
される記事が楽しみです。

池辺 史生 様
「ロータリーの友」の取材で
京谷知明さんにお世話になりました。
感謝の意をこめて心ばかりの
献金をします。

メイクアップ報告

石田会員 仕事の為

河野会員 仕事の為

中野会員 アッセンブリーの為

仲峯由会員 仕事の為

松本会員 仕事の為

米田会員 米山理事会の為

難波会員 仕事の為

犬伏会員

田辺会員

河野会員
8月17日

RotaryE-Club Sunise Of Japan

中井昭会員 8月13日ローターアクト会議

中野会員 8月12日松原RC クラブ協議会

8月21日富田林南RC クラブ協議会

濱田由会員 8月12日東京米山REC

松田会員
8月8日

RotaryE-Club Sunrise Of Japan

米田会員 8月21日米山記念奨学会理事会

小山 武士 会員
丸岡ロータリークラブのみなさん、ようこそ。

村尾 利一 会員
福井県、丸岡ロータリークラブの皆様、本日は堺にお
こしいただいて有難うございます。楽しんでいただけ
れば幸いです。

内藤 絵梨奈 幹事
下村様、髙嶋様、下田様、本日はようこそ堺フェニッ
クスＲＣへ。本日は羽二重餅ありがとうございます。



２０１４－２０１５年度のローターアクトリーダ
ーシップフォーラムが開催されました。今回のメ
インプログラムはRLI形式の勉強会を行いました。
当クラブからはRLI地区代表委員をされている米田
眞理子PDGを始め地区RLIファシリテーターの中井
崇嗣会長、内藤絵梨奈幹事、松田香純会員が実践
を行って下さいました。

ローターアクトの参加メンバーはローターアク
トの目的や思い、そしてやる気をしっかりと身に
つけさせて頂いたようです。本当にありがとうご
ざいました。

ローターアクト委員会委員長 中井 昭宏


