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2016-17年度
会長にジョン・ジャーム氏

8月4日にRI会長指名委員会が開かれ、2016-
17年度RI会長として、チャタヌーガ・ロータ
リークラブ（米国テネシー州）のジョン・ジ
ャーム氏が選ばれました。対抗候補者が出な
ければ、10月1日をもって、ジャーム氏が正
式に会長ノミニーとなります。ジャーム氏は
インターナショナル・ポリオプラス委員会の
現委員長でもあります。
ジャーム氏が目指すこと、それは「ロータリ
ーとは何ですか」という質問を誰からも聞か
れなくなることです。「ロータリアンとはど
んな人びとなのか、ロータリーがこれまで世
界各地や国際レベルでどのような偉業を成し
遂げてきたかを、より積極的かつ効果的に伝
えることで、ロータリーの公共イメージは必
ず向上します。そうなれば、“ロータリーと
は何ですか”といった質問を耳にすることは
なくなるはずです」

２０１４－２０１５年度 第 １4 回目 例会

１０月１６日 １８時３０分 ホテル第一堺

開会点鐘 会 長 中 井 崇 嗣

ロータリーソング 四つのテスト

ロータリーの目的

会長の時間 会 長 中 井 崇 嗣

幹事報告 幹 事 内 藤 絵 梨 奈

委員会報告 青 少 年 奉 仕 委 員 長 仲 峯 豊

米山記念奨学委員会 松 田 香 純

ロータリーの友紹介 宮 前 美 穂 子

卓 話 米 山 記 念 奨 学 生 康 恵 様

謝辞

閉会点鐘 会 長 中 井 崇 嗣

次回例会ご案内

第１５回
１０月２６日（日）

例会変更 登録9：00～
ＲＩＤ２６４０地区大会

河内長野市
文化会館

第１６回
１０月３０日（木）

中井 崇嗣会長
『地区大会 報告』

ホテル第一堺
18：30～



LIGHT UP ROTAR ロータリーに輝きを

本日は地区米山記念奨学委員長の雪本様、米山記
念奨学生のエリック様、堺フェニックスロータリ
ークラブへようこそお越し下さいました。

10月は職業奉仕月間
ＲＩ理事会では、一人ひとりのロータリアンだけ
でなく、クラブも職業奉仕の理想を日常実践する
よう強調するために、特に職業奉仕に焦点を絞っ
たプログラムを行うよう、奨励しています。
クラブに推奨される具体的活動には、①地区レベ
ルの行事で、ロータリーボランティアを表彰する
こと、②ロータリー親睦活動への参加を推進する
こと、③職業奉仕活動またはプロジェクトを提唱
すること、④空席の職業分類に会員を入会させる
会員増強活動、があります。

先週、卓話に来て頂いた北中パストガバナーはド
クターでありますが、日々の仕事をしっかりする
ことが職業奉仕だと仰っておられたことが記憶に
残っていますす。

皆様もそれぞれ専門のご職業をお持ちですので、
今一度ご自身の職業奉仕についてお考え頂く機会
にして頂ければと思います。

今回の地区大会の2日目、クラブからの出店では
吉住会員と金谷会員のご協力で珈琲とチヂミを提
供致しますが、これも立派な職業奉仕の一環とし
てクラブ皆で協力して成功させたいと思いますの
でご協力お願いします。

そして

日本独自の強調月間として10月は米山月間でもあ
ります。クラブはこの月に特に米山奨学事業の意
義を深く認識し、寄付金を募る活動をします。そ
のために米山記念奨学生や地区役員･委員の卓話
を聞いたり、さらに奨学生から提供される資料を
基にクラブ･フォーラムを開催したりすることが
推奨されています。奨学会の目的及び事業・寄付
及び表彰制度・奨学生の資格などは米山記念奨学
会ホームページでも見ることができます。

１０月ロータリーレート １０６円

クラブ例会変更のお知らせ
１０月９日の例会は
１０月１１日土曜日 １８：００～
秋の家族例会といたしましてピッコロカプリ
ーチョを予定しております。ご家族の皆様お
誘いあわせの上ご参加ください。

１０月２３日の例会⇒
１０月２６日地区大会に変更となります。

2014年10月2日（木）例会の記録（第827回）

本日は地区米山記念奨学委員長の雪本様、米山記
念奨学生のエリック様、堺RC佐々木様、堺フェニ
ックスロータリークラブへようこそお越し下さい
ました。

10月は職業奉仕月間
ＲＩ理事会では、一人ひとりのロータリアンだけ
でなく、クラブも職業奉仕の理想を日常実践する
よう強調するために、特に職業奉仕に焦点を絞っ
たプログラムを行うよう、奨励しています。
クラブに推奨される具体的活動には、①地区レベ
ルの行事で、ロータリーボランティアを表彰する
こと、②ロータリー親睦活動への参加を推進する
こと、③職業奉仕活動またはプロジェクトを提唱
すること、④空席の職業分類に会員を入会させる
会員増強活動、があります。

先週、卓話に来て頂いた北中パストガバナーはド
クターでありますが、日々の仕事をしっかりする
ことが職業奉仕だと仰っておられたことが記憶に
残っています。
皆様もそれぞれ専門のご職業をお持ちですので、
今一度ご自身の職業奉仕についてお考え頂く機会
にして頂ければと思います。

今回の地区大会の2日目、クラブからの出店では
吉住会員ご協力で珈琲販売致しますが、これも立
派な職業奉仕の一環としてクラブ皆で協力して成
功させたいと思いますのでご協力お願いします。

そして

日本独自の強調月間として10月は米山月間でもあ
ります。クラブはこの月に特に米山奨学事業の意
義を深く認識し、寄付金を募る活動をします。そ
のために米山記念奨学生や地区役員･委員の卓話
を聞いたり、さらに奨学生から提供される資料を
基にクラブ･フォーラムを開催したりすることが
推奨されています。奨学会の目的及び事業・寄付
及び表彰制度・奨学生の資格などは米山記念奨学
会ホームページでも見ることができます。

本日の卓話はそれにちなんで、地区米山記念奨学
委員長の雪本様と米山記念奨学生のエリック様に
お越し頂いています。お話をお聞き頂いて、米山
へのご理解を深めて頂き、ご寄付にもご協力頂け
ればと存じます。

仲峯研修リーダーもそれに合わせて本日の勉強会
を企画して下さっております。よろしくお願いし
ます。

本日のお客様
国際ロータリー第２６４０地区
米山記念奨学委員長 雪本 孝治様
２０１４年度米山記念奨学生
ゲニョー・エリック・マクシム・ロジェー様

康 恵 様
堺ロータリークラブ 佐々木 一頼様



１０月各種お祝い

お誕生日 内藤絵梨奈会員、山田真樹会員

家族誕生日

犬伏幸代会員、金谷昌信会員、河野強会員

酒井 誠会員、村尾利一会員

創立記念日 上田俊夫会員

入会記念 酒井 誠会員、吉住哲洋会員

日頃は青少年奉仕活動、インターアクト、ローター
アクトに格別のご支援、ご理解賜り、厚く御礼申し
上げます。

インターアクトクラブ海外研修のご案内

インターアクトクラブでは青少年の育成を図り「国
際理解」と「奉仕の精神」を養うために、 毎年多
数のインターアクターが海外研修に参加しておりま
す。本年度も例年と同じく、12月下旬に、マレーシ
ア（RI3300地区）への海外研修を下記の通り行いま
す。

研修の大要は下記の通りです。現地のロータリアン
にご協力いただき、様々な交流を予定しております
。年末のお忙しい時期とは存じますが、ロータリア
ン皆様のご参加をお待ちいたしております。

なお、参加される方は、後日ご案内の
11月9日「IAC海外研修オリエンテーション」
に参加くださいますよう、お願い申し上げます。

研修日 2014年12月23日(火)～27日(土)
行き先 マレーシア

（アロースター、クアラルンプール）

行程および旅行費用
旅行費用には、パスポートに関する諸費用、任意

保険は含まれておりません。一人部屋宿泊を希望さ
れる場合は追加料金が必要になります。費用の振込
み等、詳細は、「IAC海外研修オリエンテーション
」にてご案内します。（予定では１５万円前後だそ
うです）
別紙日程表をクラブ事務所にてお預かりしておりま
す。ご希望の会員様はご連絡ください。

１２月２３日 関西空港発 クアラルンプール経由
２４日 ペナン着 専用バスでアロースターへ

『マレーシアンナイト』
２５日 現地RC,IAC交流 『ジャパンナイト』
２６日 専用バスでペナン

→飛行機でクアラルンプールへ
周辺ホテルにて夕食会 深夜発

２７日 早朝 関西空港着 解散

申込について
１０月１７日までにクラブ事務所にご連絡頂きます
ようお願いいたします。仮申し込みとなります。

松本美和子会員
マルチプルポールハリスフェロー２

松田 香純会員
マルチプルポールハリスフェロー２



紹介者 米田会員私の母校の大阪大學薬学部
の第一期生です。大阪南RC２２年在籍の大ベ
テランです。再入会ですが、私たちがお教え
ていただくことが多いでしょう。

林信一会員『前に大阪南RCに入会したときは
４０歳代でした。２００人の会員の中では若
い方だったので、皆さんについていけば楽し
い人生だと思いました。
仕事の都合で退会してから、
未だにたくさんの
事業を手がけています。
この度再入会し、
若い皆さんと
ロータリーライフを
楽しみたいと思います。
宜しくお願いいたします。』

１０月度米山記念奨学生
康 恵様 奨学金授与

10月は米山月間となっております。当クラブ

はここ数年、年間の寄付金額がD2640地区に

おいて上位にいます。その結果からもわかり

ますように、米山記念奨学事業に対し関心と

理解があるクラブだと認識しております。そ

こで、今年度も米山月間に際し寄付のご案内

をいたします。10月16日(木)の通常例会にて

米山記念奨学への一斉寄付をお願いいたしま

す。また、この日以外でも寄付に関してはい

つでも受付いたします。皆様の多額の寄付を

お待ちしております。

重なり合うハートは
「ロータリアン」と
「奨学生」を表しています。



序章 今日の発表メッセージ
「相手の文化を尊重するべきです」

第一章 フランス ー 故郷の紹介（〜２０歳）

第二章 旅の経験 ー 日本とメキシコ
（２１歳〜２４歳）

第三章 日本 ー 留学の経験（２５歳〜）

終章 これからの望み

第一章 フランス ー 故郷の紹介（〜２０歳）

パリ

１９地区

ブール・フィデール
高校卒業・・・

①生物学を勉強する

②生物学者になる ③結婚する

④家を買う ⑤子供を育つ ⑥引退する

パリ第七大学



第二章 旅の経験 ー 日本とメキシコ
（２１歳〜２４歳）

日本への旅行①

最初の印象
日本人は愛想がいい
交通費は高い
道はきれい
（ゴミ箱は少ないのに）
日本料理はおいしい（寿司は最高）
だが、いつもご飯はついている ><;;
コンビニは便利、店の営業時間は長い、店は
よくビルの中にある（隠されている）
原爆！
日本への旅行②

人文科学なんてばかばかしい！現代、化学はすべて！

観光学

メキシコへの旅行

地 獄

チチェン・イッツァ



マスツーリズム

ユネスコの世界遺産

世界遺産の目的は？

第三章日本 ー 留学の経験（２５歳〜）

和歌山で留学

世界遺産巡礼道に関する観光計画

巡礼は今どんな意味をしているのか

観光客は何を求めているのか 違う！

個人旅行へ

終章 これからの望み
相手の文化を尊重すべきだ
ご清聴ありがとうございました。



欠席報告

出席報告

在籍者 ３１名 出席者 ２６ 名

出席計算会員２６ 名 欠席者 ２ 名

出席免除会員 ６ 名
（田中会員・片木会員・猿田会員
小林会員・山田会員・石田会員）

免除出席者 ３ 名
（片木会員・猿田会員・石田会員）

先々週修正出席率
９月１１日 85.19 ％

出席率
９２．８６ ％

メイクアップ報告

ニコニコ報告

国際ロータリー第２６４０地区
米山記念奨学委員長 雪本 孝治 様
本日米山月間でお世話になります。卓話はフランスの
エリック君です。カウンセラーの松本様、奨学生コウ
ケイさん、よろしく。

会長 中井 崇嗣 会員
林様、ご入会おめでとうございます。ご指導よろしく
お願い致します。佐々木様、雪本様、康様、エリック
様本日はようこそ！卓話楽しみにしています。

パストガバナー 米田 眞理子 会員
雪本地区米山記念奨学委員長様、本日は卓話に同行い
ただきありがとうございます。

直前会長 中井 昭宏 会員
本日は多くのお客様にお越し頂きありがとうございま
す。ゲニョー・エリック・マクシム・ロジェー君卓話
よかったです。頑張ってください。

会長エレクト 仲峯 豊 会員
本日は米山記念奨学委員長の雪本様有りがとうござい
ます。よくおこし下さいました。米山奨学生のゲニョ
ー・エリック・マクシム・ロジェー様卓話を楽しみに
しております。林様、御入会おめでとうございます。
よろしくお願いいたします。

副会長 小野 晃範 会員
雪本米山記念奨学委員長、ご活躍ありがとうございま
す。エリック君卓話楽しみにしています。日本の文化
を満喫して下さい。

犬伏 幸代 会員
雪本様、エリック様お忙しい中お越しいただきありが
とうございます。今日の卓話楽しみにしております。
佐々木様ようこそお越し下さいました。林様、またロ
ータリー生活をされるとの事、尊敬いたします。どう
かより楽しいロータリーライフをすごされる事をお祈
りいたします。

上好 まゆみ 会員
本日平成２６年１０月２日から熊取の薬局に勤務にな
りました。ありがとうございます。

松田 香純 会員
林様、堺フェニックスRCへ入会おめでとうございます
。今月は米山月間です。ご寄付をよろしくお願い致し
ます。マルチプルポールハリスフェロー2いただきまし
た。ありがとうございます。

宮前 美穂子 会員
米山奨学事業のお話、雪本委員長ありがとうございま
した。ゲニョー・エリック・マクシム・ロジェー様流
調な日本語での卓話素晴らしかったです。ありがとう
ございました。

吉住哲洋会員 仕事の為

河野 強会員 仕事の為

石田得子会員

9/27

クラブ米山記念奨学委員長会議

世話ｸﾗﾌﾞカウンセラー研修会

中井昭宏会員 9/27 堺フェニックスRAC

9/28 地区ローターアクト会議

9/28 地区大会実行委員会会議

松田香純会員 9/27 堺フェニックスRAC

松本美和子会員

9/27

クラブ米山記念奨学委員長会議

世話ｸﾗﾌﾞカウンセラー研修会

米田眞理子会員

9/27

クラブ米山記念奨学委員長会議

世話ｸﾗﾌﾞカウンセラー研修会

村尾 利一 会員
林信一様、ご指導よろしくお願い致します。卓話
楽しみにしています。

ＳＡＡ 上田 俊夫 会員
林様入会おめでとうございます。佐々木会員よう
こそおいで下さいました。創業記念頂きました。

幹事 内藤 絵梨奈 会員
林様ご入会おめでとうございます。今後ともよろ
しくお願い致します。ゲニョー・エリック・マク
シム・ロジェー様本日卓話楽しみにしています。



公益財団法人 米山梅吉記念館 功労者賞 を受賞して

ＰＤＧ 米田真理子

米山月間を前にして、公益財団法人 米山梅吉記念館45周年記念 秋の例大祭において功労

者賞を受賞いたしました。大変光栄なこととありがたく感謝しております。

本財団は、公益財団法人ロータリー米山記念奨学会と別組織であり、全国ロータリアンの皆様

からの任意寄付一人100円により運営されています。質素で堅実な運営は定評であり、さらに周

辺地区ロータリアン皆様からの多額の寄付により維持されています。新しい記念館は大変立派

ですが、その分維持経費は大変だと拝察しております。私は地区米山記念奨学委員3年、その後

委員長を2年務め、ガバナーノミニーに就任いたしました。公益財団法人 ロータリー米山記念

奨学会評議員を1期2年その後、理事を3期6年務めさせていただいております。さらに併せて公

益財団法人米山梅吉記念館の評議員を6年務めさせていただいております。

東京、三島米山梅吉記念館に行くことが多々あります。我が家では米山奨学生や学友生を10

年間延べ80人＜人数掛ける年数＞無償で宿舎を提供しています。現在、弊社で勤務の米山学友

生は延べ10人になります。

病気や仕事のこと、家族のこと数々の相談を受けながら、今更ながら米山奨学生ならびに学

友生の優秀さに敬服しており米山梅吉翁の将来を見据えた素晴らしさに感動しております。皆

様も是非、日本のロータリーの源である米山梅吉記念館をご訪問され、任意の募金のご協力を

お願いいたします。





LIGHT UP ROTAR ロータリーに輝きを

本日は堺フェニックスRC.RACの初の合同例会です
。会員の皆様はもちろん、ご家族の皆様、RACの
皆様、ようこそお越し下さいました。

基礎的なお話になりますが、ロータリークラブで
は、原則として毎週クラブの例会が行われます。
例会に出席することは、ロータリアンの三大義務
（会費の納入、例会出席、ロータリー雑誌の購読
）のうちの1つです。 慣れれば当たり前のように
出かけていく例会ですが、RC.RAC共に新会員の皆
様にとってはそもそも「例会」って何だろう？
と思われるかもしれません。

クラブ例会への出席は、ロータリアンの会員義務
の1つです。その例会は点鐘から始まります。そ
の後のプログラムについては、食事、会長スピー
チ、国際ロータリー（ＲＩ）や地区、近隣のクラ
ブからのお知らせ、各委員会の報告などと続きま
すが、その順序は、クラブによってさまざまです
。ロータリーソングを歌ったり、クラブによって
は童謡などを歌っているところもあります。「四
つのテスト」や「ロータリーの目的」を唱和する
クラブもあります。
また、ゆっくりと食事をしたり、例会での話をた
くさん楽しむため、などの目的で、食事をする時
間を例会時間には含まず点鐘前に例会場へ来た人
から、食事を取るというクラブもあります。例会
時間も、おおよそ1時間の日本国内とは異なり、
国外では長短バラエティーに富んでいるようです
。
卓話は、クラブの会員が自分の職業やロータリー
について話をしたり、ロータリアン以外の人を迎
えて話をしてもらったりします。また、クラブで
世話をしている米山奨学生や交換学生が話をする
場合もあります。

先ほども申し上げたように、ロータリアンには例
会に出席するという義務があります。ホームクラ
ブに出席できないときには、他クラブの例会や、
ロータリーのその他の会合に出席する「メークア
ップ（Make-up）」という方法で、通常の例会欠
席を補うことができます。

１０月ロータリーレート １０６円
クラブ例会変更のお知らせ
１０月２３日の例会⇒
１０月２６日地区大会に変更となります。
堺１１ＲＣ例会変更のお知らせ
１０月度堺１１ＲＣ会長幹事連絡会は
中止となりました。

堺東ＲＣ
平成２６年１０月１４日の例会について

午前９時時点で警報が発令された場合、
中止いたします。

2014年10月11日（木）例会の記録（第828回）

通常例会とはスタイルを変えて、例会をすること
もあります。本日のような他クラブとの合同例会
、日本のロータリークラブならではのお花見や、
月に一度早朝や夜間例会に行うということもあり
ます。

例会へのお客様についてですが、特に興味深いプ
ログラムが準備できた、というときにはロータリ
アンではない地元の人、一般の人々を招待してほ
しいとされています。ロータリークラブの役割と
その目的を理解してもらう広報のいい機会になる
からです。
若い人たち、学生や生徒たちもお客様として奨励
されています。彼らにも、ロータリーのことを知
ってもらえます。来賓は、なるべくいろいろな人
にきてもらうことがクラブにとってもよい刺激に
なります。
もちろん、ロータリアンとその家族は、大歓迎で
す。例会にクラブの会員以外の人が参加すれば、
クラブの奉仕活動の実態を知ってもらえて、親睦
も深まり、さらには新会員の入会につながるかも
しれないからです。

再来週には地区大会、12月にはクリスマス例会が
予定されています。ご家族やお友達を誘ってふる
ってご参加頂きロータリーを広めていけるようご
協力お願いします。



ハラルとは・・・？
ハラル(HALAL)とは、イスラムの
教え（シャリーア法とイスラム原理）
で許された、「健全な商品や活動」
のことの全般を意味します。ハラルの
反対は「ノン・ハラル」あるいは
「ハラム」と呼ばれ、 マレーシアの
これらイスラム教徒に ハラルマーク
とっては有害な物、中毒性のある物を
意味しています。従ってイスラム教徒は、ハラル品で
あると正式に認められるもの以外の食べ物、 飲み物な
どは避けなければなりません。ハラルとは、こうした
安全な生活を示すためのガイドラインであり、イスラ
ム教徒にとっては無くてはならない規準なのです。 し
かしハラルとハラムをはっきりと区別することは 非常
に複雑で難しく、基準も国ごとに異なります。

※一般社団法人ハラル・ジャパン協会ＨＰより 抜粋

ＲＩＤ２６４０ インターアクトクラブ
海外研修オリエンテーション
日時 2014年11月9日 9：30～登録開始

10：00～開会式 講演「ハラルとは？」
11：00～ハラル商品を使用したマレーシア料理
12：00～昼食（調理したマレーシア料理）
13：15～講演
「ﾏﾚｰｼｱから見た日本、日本から見たﾏﾚｰｼｱ」

13：35～海外研修説明会（近畿日本ﾂｰﾘｽﾄ）
15：00～閉会式

場所 大阪初芝学園北野田キャンパス
費用 登録料5,000円
例会変更ですので参加出欠記入用紙を回しますので
ご記入お願いいたします。
１６日例会でもお渡しいたします。
よろしくお願い致します。

インターアクトクラブ海外研修のご案内
研修日 2014年12月23日(火)～27日(土)
行き先 マレーシア

（アロースター、クアラルンプール）
行程および旅行費用
１２月２３日 関西空港発 クアラルンプール経由

２４日 ペナン着 『マレーシアンナイト』
２５日 現地RC,IAC交流 『ジャパンナイト』
２６日 帰路 周辺ホテルにて夕食会 深夜発
２７日 早朝 関西空港着 解散

申込について１０月１７日までにクラブ事務所にご
連絡頂きますようお願いいたします。

本日のお客様
国際ロータリー第２６４０地区

堺フェニックスローターアクトクラブ
会長 上田 大夏様、会計 木下 菜摘様
木下和央様、原谷明日子様、康恵様、
卜 晨暉様、肖瀟様

会員ご家族様
上田 興子様
片岡 圭子様、中川 瑠里様
松田 愛莉様

第2回目の勉強会を開催しました。前回1回目
の源流の会での勉強会ご苦労様でした。
今回は米山記念奨学委員長の雪本様を講師と
して来ていただき約1時間、米山記念奨学事
業についての研修を行いました。
参加者は入会3年未満の会員を中心に米山奨
学生、ＲＡＣのメンバー等14名の参加でした
。米田ＰＤＧ、中井会長、内籐幹事、中井直
前会長、小山会員、村尾会員、金谷会員、松
田会員、宮前会員、仲峯由美会員、米山奨学
生の康さん、今回入会された林会員と私の14
名の方々です。本当に遅い時間ご苦労様でし
た。ありがとうございました。
次回は11月に予定しております。よろしくお
願いします。



第三回

堺フェニックスローターアクトクラブ 例会

会 長 卓 話 会長 上田大夏

第六回例会企画（11/8）についての説明。

新方針について簡単な説明。

地区大会---10/26(日)朝8：00河内長野ラブリーホール集合。

役割分担などを現地でブリーフィング。

以後、会長主導で具体的な活動内容を明示してクラブを牽引する。

まずは勉強の機会、RAC/IAC行事への積極参加で「RAC像」を全員がつかむ機会を作る。

他クラブから主要な会員を例会に呼び、卓話を開いてもらうなど、二重三重の構えで学ぶ。

全員が他クラブの活動、姿勢をみて、堺フェニックスでどうしたいのか具体的なものをつか
む。

「知る機会」を私主導で作ります。同時に「自分の意見を発信する機会」を作るため、意見
発表、ディベート(討論会)を具体的なテーマを示して導入します。会員がわかりやすく、取
り組みやすいよう、「具体性」を主軸に運営方針を転換します。

ミーティング内容

RACについての勉強会開催

会員の多くがRACとは何かからわかっていない状況でRACの活動方針は決められない。まずは
近隣RACの活動などを通じてRACのことを知るところから始めるべきでは。具体的な活動事例
を提示してほしい。

地区大会を利用して各々がRAC、RC、IACの人たちと交流し、どのような活動、ビジョン
(vision)を持っているのかを聞く。そしてそれを例会に持ち帰って堺フェニックスで共有。
目立ったクラブからは会員を例会に呼んで、卓話を開いてもらう。

第二回例会で羽衣学園IACの岡本会員(現堺フェニックスRAC所属)を呼び、IACから見たRACの
ことが聞けたのは有意義であった。これからも外部からアクターを呼ぶのは良いのではない
か。

次回の議題、予定

11/1(土)堺フェニックス親睦BBQ---第五回例会扱い

11/8(土)第六回例会 意見発表①「自己紹介」～自分の長所：抽象から具体へ～

会長方針伝達「RAC、IAC行事参加---自クラブ確立＆地区改革開始」

※ 第三回 例会議事録 抜粋



欠席報告

出席報告

在籍者 ３１名 出席者 １５ 名

出席計算会員２５ 名 欠席者 １１ 名

出席免除会員 ６ 名
（田中会員・片木会員・猿田会員
小林会員・山田会員・石田会員）

免除出席者 1 名
猿田会員

先々週修正出席率
９月１８日85.71％

出席率
５７．６９％

メイクアップ報告

ニコニコ報告

会長 中井 崇嗣 会員
本日はRAC合同例会での家族例会楽しみです
。皆様でおいしい食事をお楽しみください。

会長エレクト 仲峯 豊 会員
本日はRACとの合同例会おめでとうございま
す。よろしくお願い致します。

上好 まゆみ 会員
ロータリーの家族会にこれてうれしいです。
ありがとうございます。今日は捻挫の為カメ
ラマンできません。ごめんなさい。

片岡 富美子 会員
本日家族例会に娘と孫も参加させていただき
ありがとうございます。おいしい料理をいた
だき、多いに楽しみたいと思います。

仲峯 由美 会員
本日はRACとの合同例会おめでとうございま
す。参加させていただいてありがとうござい
ます。今後ともよろしくお願い致します。

SAA 上田 俊夫 会員
親睦、家族例会盛大でなによりです。家内も
お世話になります。

幹事 内藤 絵梨奈 会員
今日の移動例会、ご家族の方も、ローターア
クトの方も一緒に楽しめる会にできること嬉
しく思っています。ありがとうございます。

京谷 知明会員 9/28地区大会実行委員会会議

中井 昭宏会員
10/5 関西大学RAC

５周年記念式典

中野 一郎会員

10/1 松原中RC

クラブ協議会

10/15 松原中RC公式訪問

仲峯 由美会員 9/26 大阪千代田RC

米田眞理子会員

10/4 台湾台中市

民生恵民RCチャーターナイト

10/9 大阪千代田RC

山田 真樹会員
10/4 台湾台中市

民生恵民RCチャーターナイト

小野 晃範会員

金谷 昌信会員 仕事の為

京谷 知明会員 仕事の為

河野 強会員 仕事の為

酒井 誠会員 仕事の為

中田 聡会員 仕事の為

中野 一郎会員 仕事の為

松本美和子会員 仕事の為

村尾 利一会員 出張の為

吉住 哲洋会員 仕事の為

難波竜太郎会員 仕事の為



国際ロータリー第３４６０地区

台中の新クラブ創立、チャーターナイトに招かれて！

国際ロータリー第2640地区

PDG 米田眞理子

10月4日、台湾・台中で開催されて台中恵民ロータリークラブのチャーターナイトに家族で出

席して参りました。台北から新幹線で台中へ到着。台中駅にはRI3460DPGのお迎えが来ていまし

た。

台中恵民RCという女性ばかりのロータリー

クラブで、台湾では3つ目の女性クラブだそう

です。日本では女性だけのロータリークラブは

ありません。

創立クラブ会長は、台湾大統領の娘さんです。

２７名の新会員は全て女性でした。地区からは１５名のPDG全員臨席していました。私は日本２

６４０Dからの女性PGと言う立場で紹介され、熱烈大歓迎を受けました。このクラブの創立には

、日本からのお客様としては相応しかったのかもしれません。

大きなバースディケーキが会場に運ばれてきて、ハッピィバースディを会場内一斉に歌いま

した。DGと創立会長が蝋燭を消してケーキに入刀しました。

場内が緊張に包まれ盛り上がった瞬間です。



これが台湾風のチャーターナイトらしいです。総勢５００名という豪華な祝賀会でした。終了

後、ロータリアンの案内で台中のナイトバザールに行き、週末で賑わった台中の感動的な夜を

過ごしました。現地の方しか知らない名店を案内してもらい、買い物も楽しみました！ロータ

リアンの温かい国際的な友情を感じて帰国いたしました。


