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２０１４－２０１５年度 第 23 回目 例会

１２月１８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 奉仕の理想

お客様紹介 親睦委員長 宮 前 美 穂 子

会長の時間 会 長 中 井 崇 嗣

幹事報告 幹 事 内 藤 絵 梨 奈

半期報告会

閉会点鐘 会 長 中 井 崇 嗣

次回例会ご案内

第２４回
１月８日（木）

例会変更
新春合同例会

アゴーラ
リージェンシー堺

第２５回
１月１５日（木）

卓話
林 信一会員

ホテル第一堺
18：30～



LIGHT UP ROTAR ロータリーに輝きを

2014年12月4日（木）例会の記録（第836回）

本日はクラブ年次総会となっております

。本日は年次総会と理事役員に関してお

話させて頂きます。クラブ年次総会は総

会と言っても形式は例会の一つです。ロ

ータリー例会は全員出席が原則でありま

すので総会も例会も人員は同じでありま

す。但し年次総会は次期の理事役員を選

出するという重要な任務があります。こ

の年次総会は、本クラブ細則の定めると

ころに従い、毎年12月31日までに開催さ

れなければなりません。

次期の理事役員選出に当たって、当クラ

ブでは今年度指名委員会制を採用しまし

た。この後の総会にて行われますが、先

月に指名委員長より発表されております

候補者について承認頂けましたら、次年

度理事役員が決定致します。クラブのあ

らゆる事項に関する理事会の決定は基本

的に最終的なものであります。

次期理事役員は当クラブの次年度の活動

の中心となって頂く方々です。皆さんで

主体性を持って総会に望んで頂けるよう

よろしくお願いします。

冬期休暇のお知らせ
国際ロータリー第2640地区

辻秀和ガバナー事務所
２０１４年１２月２６日（金）～

２０１５年１月４日（日）まで
上記に伴い当クラブ事務所も休暇とさせ
ていただきます。

ガバナー候補者推薦書提出のお願いが届
いております。

堺フェニックスロータリークラブ連絡
本日例会後、掛水様の歓迎会を行います
。1Fイルジャルディーノにお集まりくだ
さい。

平成２６年１２月７日例会は
⇒ 定款第６条第一節により休会

平成２６年１２月１８日の例会は
⇒ 平成２６年１２月１３日１８時～
例会変更 クリスマス例会
於：カフェニーノ

クリスマス会の出欠を回しますのでご記
入ください。１２月８日までにご連絡頂
きますようお願い致します。

平成２６年１２月２５日の例会は
⇒ 平成２６年１２月１８日例会にて

半期報告会を行います。各委員長は報
告書を１２月９日までにご提出お願い致
します。



米山記念奨学生 康 恵 様

１２月度奨学金授与

第１９回米山功労クラブ感謝状

第１回特別寄付感謝状 中野 一郎 会員

第１回特別寄付感謝状 片岡 富美子会員

第２回特別寄付感謝状 上好 まゆみ会員

第８回特別寄付感謝状 小野 晃範 会員

第50回特別寄付感謝状 米田 眞理子会員

.

お客様紹介

米山記念奨学生 康 恵 様

各 種 御 祝

会員誕生日 中田会員

家族誕生日 難波会員 片木会員

創立記念日 内藤会員

入会記念日 山田会員、中野会員、山田会員



3.11の大震災後、福島県での放射線被爆が問

題となっていました。正しい情報がなく国民

は混乱していました。その中で一人の医師が

人体への被爆の影響があるのか、検証を始め

ました。その中で正しい情報を提供するため

に一冊の本が作られました。その本が本日皆

様のお手元にお届けしました。

「よくわかる放射線教室」です。

2013-2014年度に皆様からご寄付を頂きまし

たものです。ありがとうございました。

新入会員入会式 掛水 義久様

本日、入会させていただきありがとうござい

ます。わからない事ばかりですがよろしくお

願い致します。



次年度会長を務めさせていただく仲峯 豊で
す。
よろしくお願いします。
次年度理事・役員の紹介をさせていただきま
す。
堺フェニックスＲＣに入会させていただいて
早、1年6ヶ月経ちました。
わたしが入会した時の会長が中井直前会長で
した。その時に感じた事は、いかに青少年の
若い人たちに手を延ばし励まされていたかが
印象的でした。またクラブの若手会員や新し
い会員を引き延ばしこれからの新しいロータ
リーの形を築いていこうとの思いが感じさせ
られました。

今年度中井会長は、その思いを引き継ぐべく
新世代の人達に手を伸ばし、さらに拡大へと
活躍されておられます。新しくＲＡＣを作ら
れ、ＩＡＣを更に充実しようとの思いが伝わ
ります。
そしてクラブの大先輩の皆様と一体となって
素晴らしいクラブへと発展されております。
まさに「温故知新」とあるように先輩会員と
新しい会員が上手く理想的なロータリークラ
ブを創り上げておられます。
次年度は更に拡大と充実を図り、「入りて学
び出でて奉仕せよ」との言葉を受け、私達の
堺フェニックスＲＣをまさに不死鳥のごとく
、クラブ奉仕に力を入れ、その培われた皆様
のお力を仕事に家庭に地域活動に飛び出して
頂ける様、私ももっともっと勉強を重ね、ロ
ータリー経験豊富な先輩方に後押しをしてい
ただいて、ご支援ご協力を何卒よろしくお願
い申し上げて私の挨拶とさせていただきます
。
そして最後に私をここまでご指導ご鞭撻頂い
た御恩を米田パストガバナーに御礼の言葉を
述べたいと思います。米田先生本当にありが
とうございました。
以上です。

ロータリー・クラブ定款第６条第２節の定め
るところにより役員を選挙するための年次総
会をクラブ細則に従い本日１２月第一例会に
於いて開催致します。
本日の出席会員が２１名にて会員総数の３分
の１以上を満たしております。
次年度の理事・役員候補を発表いたします。

では、皆様ご承認頂けますか、出席会員全員
一致にて承認となりました。では本年度会長
エレクトである仲峯豊会員、次年度会長ご承
認を頂きました。
次年度会長より、ご挨拶をよろしくお願致し
ます。

2015-2016年度理事及び役員
役 員 会 長 仲峯 豊
役 員 直 前 会 長 中井 崇嗣
役 員 会長エレクト 松田 香純
役 員 副 会 長 米田眞理子
理 事 会員増強・退会防止 林 信一
理 事 クラブ広報 上好まゆみ
理 事 クラブ管理運営 仲峯 由美
理 事 奉仕プロジェクト 中井 昭宏
理 事 ロータリー財団 内藤絵梨奈
役 員 幹 事 宮前美穂子
役 員 会 計 中田 聡



出席報告

在籍者 ３０ 名 出席者 ２１ 名

出席計算会員 ２５ 名 欠席者 ４ 名

出席免除会員 ８ 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

松本会員・林 会員）

免除出席者 ３ 名
石田会員、猿田会員、
林会員

先々週修正出席率
11月9日 60.87 ％

本日の出席率
12月4日 84.00 ％

欠席報告

メイクアップ報告

犬伏 幸代 会員 仕事の為

京谷 知明 会員 体調不良の為早退

中野 一郎 会員 仕事の為

吉住 哲洋 会員 仕事の為

小山 武士会員 11/28 東京米山REC

中井 昭宏会員 11/25 全国財団セミナー

松田 香純会員 11/25 全国財団セミナー

吉住 哲洋会員 12/2 東京米山REC

難波竜太郎会員 11/11 東京米山REC

米田眞理子会員 11/27 ロータリー研究会

11/28 ロータリー研究会

新入会 掛水 義久 会員
本日入会させていただきありがとうございます。
わからない事ばかりですがよろしくお願い致しま
す。

会長 中井 崇嗣 会員
掛水様ご入会おめでとうございます。これから共
にロータリーを楽しみましょう。

米田 眞理子 会員
ロータリー研究会の為例会欠席お詫びします。本
日は掛水さんの入会おめでとうございます。

直前会長 中井 昭宏 会員
掛水様本日は入会おめでとうございます。一緒に
楽しみましょう。

会長エレクト 仲峯 豊 会員
皆様こんばんは。今度年次総会について次年度理
事役員を選出させていただきありがとうございま
した。今後ともよろしくお願いします。

副会長 小野 晃範 会員
掛水様入会おめでとうございます。
私事ですが今年第68回堺市展の彫刻部門で市長賞
を受賞しました。その賞金の一部をニコニコ致し
ます。

上好 まゆみ 会員
前回はロータリーの友紹介させてもらいまし
た。初めての経験でありがとうございます。

仲峯 由美 会員
皆様こんばんは、掛水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します。

松田 香純 会員
掛水様ご入会おめでとうございます。
１１月の財団月間ではロータリー財団へご寄
付頂いた会員様、ありがとうございました。
ご寄付は財団月間以降でも行えます。寄付し
忘れた会員様どうぞよろしくお願いします。

宮前 美穂子 会員
急に寒くなってきて師走を感じています。今
年も元気で最後まで例会に出席したいと思っ
ています。

村尾 利一 会員
先週出張の為休み、申し訳ありません。掛水
様今後一緒に堺フェニックスロータリークラ
ブ発展の為、自分自身の向上の為にガンバり
ましょう。

幹事 内藤 絵梨奈 会員
掛水様 ご入会おめでとうございます。今後
共よろしくお願いします。

ニコニコメッセージ



堺フェニックス
ロータリークラブ
クリスマスファミリー例会

2014年12月13日

受付 17：30～

開会 18：00 司会 上田 俊夫

開会点鐘 会長 中井 崇嗣

ソング 奉仕の理想

ローターアクトの歌

インターアクトの歌

お客様紹介

ロータリー財団大口寄付認証式

プレゼンター 米田眞理子PDG

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

乾杯の挨拶 会長エレクト 仲峯 豊

LIGHT UP ROTAR ロータリーに輝きを

2014年12月13日（木）例会の記録（第 回）



本日はロータリアン、ロータリアンのご家族

、ＩＡＣ、ＲＡＣ、米山奨学生などロータリ

ーファミリーの方々総勢約50名ご参加頂き盛

大にクリスマス例会を開催出来た事を御礼申

し上げます。

本日は上好会員のご紹介でテレビにもよく出

演なさっておられる『幸助福助』のお二人を

お招きして楽しいお話もして頂きますので、

皆さまお楽しみ下さい！

そして、来年の話をすると鬼が笑うと言いま

すが、新年1月8日には当クラブがホストとし

て堺11RCの新春合同例会が開催されます。小

野実行委員長を中心に準備を進めております

が、開催当日は女優であり東京恵比寿RCの会

員でもある司葉子さんの講演を予定しており

ます。準備含めクラブの会員の皆さまのご協

力を頂き成功させたく存じますので、宜しく

お願い致します。

本日はクリスマス例会をお楽しみ下さい！

堺フェニックスＲＣ事務局冬期休暇お知らせ
１２月２６日～１月５日月曜日まで

平成２６年１２月２５日の例会は
⇒ 平成２６年１２月１８日例会にて

半期報告会を行います。各委員長は報告書の
準備をお願いします。





出席報告

在籍者 ３０ 名 出席者 １５ 名

出席計算会員 ２２ 名 欠席者 ９ 名

出席免除会員 ８ 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

松本会員・林 会員）

免除出席者 ２ 名
林会員 猿田会員

先々週修正出席率
11月20日 65.12 ％

本日の出席率
12月13日 62.50 ％

欠席報告

メイクアップ報告

会長 中井 崇嗣 会員
今日は堺フェニックスＲＣのクリスマス例会にご
参加頂きありがとうございます。
メリークリスマス！

パストガバナー 米田 眞理子 会員
中井昭宏様メジャー表彰おめでとうございます。
本日はクリスマス会開催ご苦労様です。

直前会長 中井 昭宏 会員
メリークリスマス 本日はロータリー財団大口寄
付認証式ありがとうございます。

会長エレクト 仲峯 豊 会員
本日は遅れて、申し訳ありません。クリスマス例
会を楽しみましょう。

会長ノミニー 松田 香純 会員
本日はCAFE NINOで楽しいクリスマスファミリー
例会となりました。

副会長 小野 晃範 会員
インターアクター、ローターアクターの若い皆さ
ん、メリークリスマス！今年は立派に活動されま
したね。上田ＳＡＡお風呂場で転んで骨折した肋
骨早く回復するように、良い年末と新年をお迎え
ください。

上好 まゆみ 会員
クリスマス家族例会に幸助福助に来てもらうこと
になりました。楽しませてください。ありがとう
ございます。

小山 武士 会員
クリスマスパーティーありがとうございます。メ
リークリスマス！

仲峯 由美 会員
遅れて申し訳ありません。

宮前 美穂子 会員
メリークリスマス!!サンタさん何かいいもの持っ
てきてくれるかな？

ＳＡＡ上田 俊夫 会員
メリークリスマス！お世話頂いたかたありがとう
ございます。

幹事 内藤 絵梨奈 会員
今日は楽しい合同クリスマス例会を過ごせて嬉し
いです。人数が多い程笑顔が多いパーティーに乾
杯�

掛水 義久 会員
本日はお誘いいただきありがとうございます。家
族一同楽しませていただきます。

掛水 千佳 様
本日はお誘いいただいてありがとうございました

掛水 春菜 様
プレゼントありがとうございます。

かけ水よし人 様
プレゼントありがとう

ニコニコメッセージ

犬伏 幸代 会員 仕事の為

片岡 冨美子会員 仕事の為

金谷 昌信 会員 仕事の為

京谷 知明 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 仕事の為

吉住 哲洋 会員 仕事の為

難波 竜太郎会員 仕事の為

米田眞理子会員 12/7米山記念奨学生選考面接官

オリエンテーション

仲峯 由美会員 12/４ 東京米山REC


