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第８２４回 ２０１４－２０１５年度 第 ９ 回目

9月11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 堺フェニックスＲＣの歌

会 長 中 井 崇 嗣

ロ ー タ リ ー の 友 小 山 武 士

委 員 会 報 告

卓話 有 限 会 社 尚 学 社 土 井 満 夫 様

『 情 報 化 社 会 』

閉会点鐘 会 長 中 井 崇 嗣

次回例会ご案内

第１０回
９月１8日（木）

初芝立命館ＩＡＣ
活動報告

第一ホテル堺
18：30～

第１１回
９月２５日（木）

卓話 地区ＰＤＧ
北中登一様

第一ホテル堺
18：30～



LIGHT UP ROTAR ロータリーに輝きを

第一ホテル堺

ＲＡＣ徽章授与 地区ＲＡＣ委員長祝辞

認証状伝達式

米田眞理子ＰＤＧ
乾杯挨拶 豊澤洋太朗ＤＧＥ

2014年8月30日（土）例会の記録（第822回）



祝辞 辻秀和ガバナー

親愛なる 堺フェニックスローターアクトクラブの皆様、国際ロータリーへの加盟が認証
されました。誠におめでとうございます。心よりお慶び申し上げます。
皆様は、RI第2640地区 ローターアクトクラブに加入されました。堺フェニックスロータ
ーアクトクラブの皆様は、今この時から、ロータリーファミリーとして、新世代ならでは
の「発想」と「独創性」を発揮して活動を始めようとしておられます。

ロータリアンの皆様は、計り知れない可能性に満ちた新世代の若者たちに、幸多かれとエ
ールをただ送るのではなくて、共に汗を流し活動をして、ロータリーの活動を、堺フェニ
ックスロータアトクラブの皆様と共に、楽しんでいただきたいと願います。

＋ 率先して、ロータリーファミリーのクループや個人に参加を促す。
＋ ロータリーファミリーを通じて、ロータリーのネットワークを広げる。
＋ ローターアクターや若い職業人にとってさらに活動が魅力的になるようにする。

ここに、又1つ新しい「ロータリーモーメント」が誕生することでしょう。

本年度RI会長ゲイリー・ホァン氏は、文化・社会・言語・経験・性別・年齢などの多様性
が豊かに存在することが、ロータリーの強みだと述べられておられます。

＋ ロータリアンとしての体験を、新世代に伝える機会を積極的に増やす。
＋ 新世代の若者たちは、しっかりとその体験を受け止めて、仲間達にも伝承する。

新世代の人たちの活動分野、つまり青少年奉仕部門で、新しいクラブが誕生する。地区リ
ーダーとして、これほどの喜びはありません。しかし、新しいロータリーファミリーたち
に、「真の奉仕の心」や「思いやりの心」を、いかに身を持って示してゆけるのか、ロー
タリアンとしての生涯の大きな課題でございます。それには、感謝の気持ちを忘れず、ロ
ータリーを継続するしかないのです。

最後になりましたが、新クラブ創立にあたり、献身的にご奉仕いただきましたロータリア
ンの皆様に、地区ガバナーとして最高の敬意を表しまして、衷心より感謝申し上げます。

これにて、私の祝辞とさせていただきます。



上好会員 8月29日八尾東RC

内藤会員 8月24日RACﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟﾌｫｰﾗﾑ

中井昭会員 8月24日RACﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟﾌｫｰﾗﾑ

中井崇会員 8月24日RACﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟﾌｫｰﾗﾑ

中野会員

8月23日地区大会打ち合わせ

8月26日松原RC 公式訪問

8月28日富田林RC 公式訪問

8月28日大阪狭山RC ｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ

8月28日富田林南RC 公式訪問

松田会員 8月24日RACﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟﾌｫｰﾗﾑ

米田会員 8月24日RACﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟﾌｫｰﾗﾑ

吉住会員 8月29日東京米山

メイクアップ報告

石田会員 仕事の為

上好会員 仕事の為

中田会員 仕事の為

中野会員 アッセンブリーの為

松本会員 仕事の為

吉住会員 仕事の為

難波会員

田辺会員

欠席報告

在籍者 ３１名 出席者 １８名

出席計算会員２８名 欠席者 ８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３１日８５．７１％

出席率
７１．４３％

出席報告御来賓紹介

ガバナー 河内長野ＲＣ 辻 秀和様

ガバナーエレクト
Rotary-E-club
Sunrise Of Japan

豊澤洋太朗様

ガバナー特別代表
ガバナー補佐

堺フラワーＲＣ 堀本 欣吾様

ガバナー補佐 ＫＵＭＡＴＯＲＩ向日葵ＲＣ会長 飯岡 典子様

青少年奉仕委員長 御坊ＲＣ 丸山 信二様

青少年・ライラ委員長 堺北RC 澤井 和久様

Ｒ財団委員長 高石ＲＣ 大森 豊様

財団補助金管理
小委員長

堺フラワーRC 但見 淳様

ポリオプラス小委員長
Rotary-E-club
Sunrise Of Japan

豊澤 たつみ様

米山記念奨学委員長 岸和田東RC 雪本 孝治様

クラブ奉仕委員長 大阪千代田RC 八田 眞一様

代表幹事 河内長野RC 山崎 規男様

高石ＲＣ 会長 嶋田 剛康様

高石ＲＣ 奉仕委員長 嶋田 充伸様

堺フラワーRC 会長 久保木紀雄様

大阪千代田RC 会長 吉川惠三子様

ＫＵＭＡＴＯＲＩ向日葵ＲＣ 会計 後藤久美子様

ＲＡＣ会計 御坊RAC 小西 香名様

初芝立命館高校 インターアクトクラブ 顧問 川本 秀樹様

帝塚山泉ヶ丘高校 インターアクトクラブ 安阪 雄大様

精華高等学校 インターアクトクラブ 原谷明子可様

堺フェニックスＲＣ
入会希望者

林 信一様



LIGHT UP ROTAR ロータリーに輝きを

本日は地区青少年交換委員長の山田様、お越し頂き
ましてありがとうございます。本日の卓話よろしくお
願い致します。奨学生のコウさんもようこそ。

さて、先日8月30日に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行われました。皆様の
テーブルに置いております今月のガバナー月信にも表
紙から掲載されておりますのでご覧ください。たくさ
んの方々にご出席頂き素晴らしい船出となったことを
心より感謝申し上げます。

ご準備含め運営等お手伝い下さった皆様、そしてお
忙しい中、当日ご参加下さいました皆様、本当にあり
がとうございました。

9月のロータリー特別月間は新世代のための月間と
なっております。年齢30歳までの若い人、すべてを含
む新世代の育成を支援するロータリー活動に、焦点を
当てる月間です。 クラブと地区は、新世代の基本的
ニーズ、すなわち健康、人間の価値、教育、自己開発
を支援するプロジェクトに着手するように要請されて
います。

当クラブでは新世代に関するプロジェクトを多数行
っておりますが皆様ご存知でしょうか？インターアク
トクラブ、ローターアクトクラブはもちろんのこと、
堺かるた大会の運営やソフトボール教室など様々な活
動を支援しております。

青少年のプロジェクトという事で、お休みの日に行
われるプロジェクトが多いのですが、皆さん今年もふ
るってご参加下さい。昨年度中井昭宏直前会長も常々
仰ってましたが、インターアクトクラブの学生さん達
は参加しているロータリアンのことを本当に良く覚え
ています。中でも堺フェニックスは良く覚えられてい
るようです。

顔を合わせる機会が多くなれば自然とコミュニケーシ
ョンがとりやすくなりますので、いろんなことを話せ
て協力してプロジェクトを行うことができるようにな
ります。

ロータリアンの3大義務と言われるものに例会出席が
ございますが、コミュニケーションをしっかりとり協
力して様々な奉仕をする為にも何よりも大切なことな
のではないかと思います。

本日の山田委員長の卓話を始め、18日にはインターア
クトクラブの卓話、25日には新世代奉仕を進んで行っ
てこられた北中パストガバナーの卓話がございます。
皆様例会に出席して新世代奉仕へのご理解を深めて頂
きたいと思います。

９月ロータリーレート １０２円

例会変更のお知らせ 堺北ロータリークラブ
平成２６年９月２６日（金）例会は
９月２７日（土）１８：００～ 夜間例会に変更
場所 大和屋（やまとや）
大阪府中央区心斎橋筋1-7-1 大丸北館13階

名簿最終確認です。
ご確認いただき、事務局へご返送ください。

2014年9月4日（木）例会の記録（第823回）

国際ロータリー
第２６４０地区 地区大会

１０月２５日（土）
スターゲートホテル関西エアポート
●本会議 受付13：30～ 14：00開会
●ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 受付17：30～

登録料 ２０，０００円（家族１５，０００）

１０月２６日（日）例会変更
河内長野市立文化会館（ラブリーホール）
●本会議 9：00～ 10：00 開演

１０月２０日地区大会記念チャリティーゴルフ大会
天野山カントリークラブ
１８ホールズ・ストロークプレー 新ペリア方式
参加費 １０，０００円 プレー費未定
スタート時間は追って連絡します。

ご参加ご希望の会員様は参加費をご用意の上、幹事ま
でご連絡ください。

地区大会２日目ロータリーデー物産出店について案内
が届いております。参加ご希望の方は申込み費用をお
持ちの上ご連絡ください。



国際ロータリー第２６４０地区 ＩＡＣ
リーダーシップフォーラムの御案内
１．日時：２０１４年 ９月２３日（火曜日）

１０：００ 登録開始
１０：３０ 開 会 式
１１：００ ワークショップ
１５：００ 閉 会 式

２．場所：初芝富田林中学高等学校
〒594-1198 大阪府富田林市彼方１８０１

参加者は１２日までにご連絡ください。

ローターアクト認証状伝達式
無事終了しました。
出席者 会員２０名 来賓２２名 RAC２３名 合計
６５名参加されました。
又、その時の写真が地区月信の表紙になりました。
次回堺フェニックスRAC連絡会は９/１３（土曜日）例
会場の堺フェニックスRC研修室で行うそうです。

福知山市、広島市義援金30万を９月４日に送金いたし
ました。

タイ 中井会長と京谷奉仕プロジェクト委員長と堺市
消防局を訪問し、寄贈の依頼に行ってまいります。

９/１９交通安全駅頭キャンペーン
に参加したいと思います。
堺市役所市民広場にて午前７：４５～８：３０までで
す。ご参加よろしくお願いいたします。
尚、このキャンペーン参加は例会のメイクアップとな
りますので是非ご参加ください。

RI 3360地区 チェンライRC 直前会長 原田義之様
より前年度『アカ族子供寮「夢の家」食堂新築』のお
礼状と報告が届いております。

２０１４－１５年度第一回勉強会
源流セミナー in 福岡 ９月２０日（土）
ソラリア西鉄ホテル 福岡市中央区大名2-6-60
TEL 092-781-0211
13：30 登録開始 14：00 開 会
17：45 閉会 18：00 懇親会
セミナー登録料 4000円 懇親会費 8000円
登録締め切りは9月12日です。



『ロータリーの友』英語版〝THE ROTARY-NO-TOMO”
2014-2015年度版１１月中旬発行の連絡が届いており
ます。
年一回の発行で一冊５４０円です。国際奉仕の一助と
して、海外の姉妹クラブ、ロータリアン、友人知人に
お送りください。青少年交換学生などを通して関係ク
ラブ・地区などの方々にプレゼントして下さい。また
、インターアクターやローターアクターをはじめとす
る日本の高校生や、大学生に英語の学習を通して、さ
らに地域にお住いの外国の方々に、日本のロータリー
を知ってもらうのにも利用いただけます。広くご活用
ください。ご注文は１０月１４日までに事務局にご連
絡ください。

ロータリーの友２０１４年１２月号の家族月間特集に
ついて
地区よりご連絡が届いております。
①配偶者同士でロータリアンの方、御連絡ください。
②配偶者を中心に行っている奉仕活動の事例 がござ
いましたらご連絡ください。

10月25日が締切日です。

米山記念奨学生 康 恵様 奨学金授与

国際ロータリー第２６４０地区
クラブ米山記念奨学委員長会議
および世話クラブカウンセラー研修会
９月２７日参加してまいります。

本日のお客様

国際ロータリー第２６４０地区

青少年交換委員長 山田 正人様

米山記念奨学生 康 恵様

９月各種お祝い

お誕生日

石田得子会員、京谷知明会員、上田俊夫会員

村尾利一会員、金谷昌信会員、中野一郎会員

家族誕生日

内藤絵梨奈会員、松田香純会員、猿田慎男会員

創立記念日

片木修会員、松田香純会員、難波竜太郎会員



青少年交換委員会が担当しているプログラムは、１

年間の長期交換プログラムと、３週間の短期交換プロ

グラムです。

長期交換プログラムについて、今年の５月～６月にシ

ドニーで開かれた世界大会に参加した折に、青少年交

換委員会が分科会として開かれ、その中で「カウウセ

ラーの役割」についての研修がありました。私にとっ

て驚きのその内容を中心に伝えたいと思います。

長期交換プログラムは、９月～次の年の８月までの１

年間の受入＆派遣のことを指します。前年度の１０月

に派遣候補生を決定します。その際、派遣候補生の希

望に沿って交渉相手先を探し、交渉が成立すれば必要

な書類を３カ月から６カ月かけて整え、相手方に送り

ます。留学ビザをとるために、身元引受書、高校の受

入書、そして、各クラブで完成していただくギャラン

ティフォームを作るのに時間がかかります。その後、

翌年の８月に送りだすために、事前学習を行い、英語

の勉強、日本文化の勉強を促しながら準備させます。

同じことを相手国でもやっています。そのように準備

してきた学生を送り出し、そして外国から受け入れま

す。今、日本から６人の送り出しが終わり、アメリカ

、ドイツ、インドネシアから６人の受け入れが終わっ

たところです。９月から月に１度程度のオリエンテー

ションをしながら、受入学生に報告書を書いてもらい

、日本語及び日本文化の習得を促します。その目的は

、「親善大使」を育てることにあります。

受入学生が１年間で「親善大使」に育つには、ホーム

ステイ家族、学校の教員の方々とともに、クラブカウ

ンセラーの方の役割がとても大きいことを、今回世界

大会で学んできました。カウンセラーは、単なる相談

相手ではなく、日々の生活の助言者で有り、長期的な

目標作りを手伝うサポーターであり、よき友でなくて

はなりません。受入学生との間に信頼関係を作り、適

切な時期に適切な助言を行える人でなくてはなりませ

ん。そのような優れたカウンセラーをどのように作る

かを大真面目に話し合っている姿に私は驚きました。

また、大変勉強になりました。

しかし、年間１０名程の日本人が途中で海外から帰国

させられている現状をみますと、日本でも海外でも、

この青少年交換プログラムを成功させるには、相当の

覚悟と準備が必要なのだと痛感させられます。

ロータリーの手帳の最初にページに、「ロータリーの

目的」が書かれています。その第４条は、「奉仕の理

念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて

、国際理解、親善、平和を推進する事」とあります。

青少年交換プログラムは、各クラブと、ホームステイ

家族と学校が一体となって、「親善大使」を育てあげ

ることを全世界でやっています。１年に８０００人の

学生が交換学生として世界の様々な国で貴重な体験を

しています。その一人一人を「心に平和の砦を築く」

（ユネスコ憲章）ための「親善大使」として育てるロ

ータリーは、とても優れた世界平和の推進者です。多

くの人々に関わっていただき、世界平和の担い手とな

っていただきたいと思います。



欠席報告

出席報告

在籍者 ３１名 出席者 ２３名

出席計算会員２８名 欠席者 5名

出席免除会員 ５名
（田中会員・片木会員・猿田会員
小林会員・山田会員）

免除出席者 ２名
（猿田会員・片木会員）

先々週修正出席率
８月７日 ７５．８６％

出席率
８２．１４％

ニコニコ報告

会長 中井 崇嗣 会員
地区青少年交換委員長山田様本日は卓話ありがとう
ございます。

直前会長 中井 昭宏 会員
本日は地区青少年交換委員長 山田正人様堺フェニ
ックスRCへお越しくださいました。先日堺フェニッ
クスRAC認証状伝達式はみなさん誠にありがとうご
ざいました。

ＰＤＧ 米田 眞理子 会員
山田正人先生卓話にお越しくださりありがとうござ
います。

石田 得子 会員
この度の、夫功一の件に関しましてクラブの皆様方
の温かいお心遣いに心から感謝申し上げます。

上好 まゆみ 会員
平成２６年８月２９日は八尾東RCに8/30のかわりに
出席してきました。他のクラブも勉強することにし
ています。

片木 修 会員
今月でささやかな事務所を開設して満２３年となり
ました。

小山 武士 会員
青少年交換委員長山田正人様ようこそ。堺フェニッ
クスローターアクトクラブ認証状伝達式は良かった
です。

松田 香純 会員
地区青少年交換委員長山田様本日は卓話ありがとう
ございます。創立記念日、家族誕生日ありがとうご
ざいます。

松本 美和子 会員
青少年交換委員長山田様、康恵様ようこそお越しく
ださいました。
山田様卓話よろしくお願いいたします。

宮前 美穂子 会員
８月３０日堺フェニックスローターアクトクラブの
認証状伝達式は素晴らしかったです。若い人達の活
躍を期待しています。

ＳＡＡ 上田 俊夫 会員
山田先生卓話ありがとうございます。誕生日お祝い
いただきました。

メイクアップ報告

片岡会員 仕事の為

河野会員 仕事の為

中野会員 公式訪問の為

仲峯由会員 仕事の為

田辺会員

中野会員 9月4日 大阪狭山RC公式訪問


