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２０１４－２０１５年度 第２５回目 例会

１月１５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 堺フェニックスRCの歌

お客様紹介 親睦委員長 宮 前 美 穂 子

各種御祝 親睦委員長 宮 前 美 穂 子

入会式 新入会員 豊澤 浩会員

会長の時間 会 長 中 井 崇 嗣

幹事報告 幹 事 内 藤 絵 梨 奈

卓話 林 信 一

閉会点鐘 会 長 中 井 崇 嗣

次回例会ご案内

第２６回
１月２２日（木）

卓話 中川様
税務講習

ホテル第一堺
18：30～

第２７回
１月２９日（木）

卓話堺フラワーRC
高山勝成様

ホテル第一堺
18：30～

ポリオフリー記念の行事で
ギネス記録を樹立

2014年にポリオフリー（ポリオのない状態）を
達成したインド。この偉業を達成するまでには
、多くのロータリアンの献身と尽力がありまし
た。そのインドでこの度、40,000人のロータリ
ー会員が集まり、人による世界最大の国旗をつ
くる行事が開催されました。チェンナイとタミ
ルナドゥのロータリアンが実施したこの行事は
、インドでのポリオフリー達成を記念するもの
として行われギネス世界記録を樹立しました。



LIGHT UP ROTAR ロータリーに輝きを

2014年12月18日（木）例会の記録（第838回）

四つのテストの由来
今から60年以上も前の大恐慌のさなか、一人
のロータリアンが4項目からなる簡明な倫理
指針を考案しました。これが四つのテストと
よばれるもので、ハーバート J.テーラー（
ハーブ）というシカゴロータリークラブの会
員が創案者です。

ハーブは、できあがった項目を社の4部門
の部長にはかりました。その4人はローマカ
トリック信者、*クリスチャンサイエンティ
スト、正統派ユダヤ教徒、長老派教会員とい
う人たちでした。四つのテストが自分たちの
宗教上の教義に反しないばかりでなく、私生
活ならびに職業人としての生活の模範的指針
になるものであることで、意見の一致を見ま
した。このようにして、「言行はこれに照ら
してから」の四つのテストが誕生したのです
。

真実か どうか
みんなに公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるか どうか

（ＲＩ）理事のシカゴのリチャード･ベナー
氏が、ロータリーもこのテストを取り入れる
べきだとの提案をしました。ＲＩ理事会は、
1943年1月にベナー氏の提案を承認し、四つ
のテストを職業奉仕プログラムの一つの構成
要素としました。もっとも、このテストは、
今日では四大奉仕部門のすべてにおける不可
欠の要素として認識されています。

ハーブは、ロータリーの創立50周年記念に
あたる1954－55年度、ＲＩ会長に就いた時、
四つのテストの著作権をＲＩに移譲していま
す。

今こそ必要なのは倫理的誠実さ
1930年代に誕生して以来、60年以上の歳月

が過ぎ去ったこの現代社会では、ある人たち
が批判するように、四つのテストは、その有
効性を喪失してしまっているのでしょうか？
それとも、変化のテンポの速いこの時代にお
いても、事業や専門職に携わる人たちの指針
として機能するに足る洗練さを保持している
のでしょうか？

真実かどうか―真実は不変であり、時代を超
越するものです。真実は正義なくしては存在
し得ません。

みんなに公平か―顔を突き合わせてとは言
わないまでも、腕を伸ばせば届くような所で
、激しくやり合うビジネス手法に代わり公平
さを取り入れたビジネスは、お互いの関係を
傷つけるよりも、その関係向上に役立ってき
ました。

好意と友情を深めるか―人は生まれながら
にして、他者と協力して生きていく存在であ
り愛情を示すことは生来備わっている本能で
す。

みんなのためになるかどうか―この項目は
、食うか食われるかを原則とする無慈悲な競
争を排除するものであり、それに代わって建
設的で創造的な競争を導入するものです。

四つのテストは国家という枠を超えたもの
であり、国境や言葉の障壁を超越するもので
す。そこには、政治や独断や特定の信条は介
在しません。一つの倫理規範としての存在以
上である四つのテストは、いかなる形であれ
、人生を成功に導くための要素を含み持って
います。それは今日の社会でも有効性を保持
し、かつ実効性のあるものなのです。

簡潔さの中に多くが語られ、感動的なまで
に力強く、実のある成果を必ずもたらすこの
四つのテストは、緊張と混乱と不確実性に満
ちたこの世界のただ中に、清新で明るさにあ
ふれた未来展望を与えてくれるのです。



家族でロータリーに参加しよう Ｐ3

ＲＩ指定記事

ＲＩ会長 黄其光（Gary C.K. Huang）

「今のロータリー年度で、皆さんの多くが皆

さんの家族にロータリー、そしてローターア

クトやインターアクトへの入会を勧めてくだ

さることを望んでいます。ロータリーに家族

を連れてくることは、『ロータリーに輝きを

』もたらすだけではなく、皆さんの人生その

ものにも輝きをもたらすことにもなります」

と会長は述べています。

夢を現実にするバギオ基金 一般財団法人 比

国育英会バギオ基金 P32-33

バギオ基金は、フィリピンにおける日系およ

び一般青少年のために育英資金を提供し、そ

の勉学を援助するとともに、日本・フィリピ

ン両国の親善友好を目的とするもので、東京

の第 2580 地区と第 2750 地区が中心となり

創設され、2014 年６月までに、バギオ基金

から奨学金を受けた高校・大学・専門学校の

奨学生は 3,300人を超えました。

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日例会へ変更と

なっており、本日が年内最終例会です。

次回 平成２７年１月８日例会は

⇒新春合同例会 集合時間９:45～

ホテルアゴーラリージェンシー堺

第７回理事会ご案内

平成２７年１月１５日１７:３０～2Ｆリセスにて

行います。理事役員の皆様はお集まりください。

近隣クラブ例会変更ご案内

堺北ロータリークラブ

平成２６年１２月１９日の例会は

⇒平成２６年１２月２１日日曜日

親睦忘年家族例会

於：シェラトン都ホテル大阪

３Ｆ明日香の間

平成２６年１２月２６日例会は

⇒定款第６条第一節により休会

堺東南ロータリークラブ

平成２７年１月１日の例会は

⇒平成２７年１月４日 日曜日

場所：出雲大社 大阪分祠 初詣例会

平成２５年１月１５日例会は

⇒定款第６条第一節により休会

堺清陵ロータリークラブ

平成２７年１月２９日例会は

⇒定款第６条第一節により休会



担当場所 担当業務 担当者

1　階正面玄関 　来場者出迎えと誘導 村尾　　金谷　

2　階エスカレーター前 　来場者出迎えと誘導 中田　その他

3　階エスカレーター前 　来場者出迎えと誘導 仲峯(由）　上好

3　階演奏者控室「寿」 　来場者出迎えと誘導 中井（昭）　

4　階　来賓控室「華」 DG,PDG,DGN,GA,市長,講演者 米田　石田

片木　中野　猿田　上田

宮前　中井(崇）　小野　その他

京谷　仲峯

松田　内藤　

１１RC事務局への指示 接遇・食券飲み物　休憩案内　出席数集計 京谷　中峯（由）　

基調講演の設営 マイク・スクリーン・パワーポイント 内藤・松田・仲峰（由）

　演者控室  　西尾RAと他3人の香音グループ 中井(昭）　小野　

設営　食事　飲み物　デザートのチェック

来賓テーブルの配慮　

各テーブルのサービス

演奏者控室　 案内　設営　マイク　音響　照明 中井(昭）　小野　

記録　写真　文書 　録音　写真（　週報・　地区HP) 上田　上好　中井(崇）　仲峯

担当役割分担表

4　階ロビー

4階会場入り口

　互礼会　会場

来場者の出迎えと誘導

全　員

　　来客接遇と席への案内と誘導

2015年度 新春合同例会・互礼会

実行委員長 小野晃範
副実行委員長 京谷知明

委員 上田俊夫 仲峯 豊

今年度は当クラブがホストとしてお世話することになりました。皆さん、
全員参加でこの互礼会を成功させましょう。よろしくお願いいたします。

日 時： 平成27年1月8日(木)
集合時間： 午前9時45分
集合場所： ホテル・アゴーラリージェンシー堺 4階 ロビー

仲峯(由）

仲峯(由）



第１部 新春合同例会 11:00～11：40（40分）

10:20 登録開始

司会進行 SAA 上田俊夫

開会点鐘 会長 中井崇嗣

11:05 国歌斉唱 （3分） 君が代 ピアノ 佐野友香

11:08 ロータリーソング（3分） 奉仕の理想

ソングリーダー 地区ローターアクト代表 西尾 薫

11:11 物故会員に黙祷(2分)

11:13 会長の時間（1２分）来賓及び堺１１RC会長紹介 会長 中井崇嗣

11:25 年頭のご挨拶（1２分） RI第2640地区ガバナー 辻 秀和

11:37 次年度ホスト紹介（２分） 会長 中井崇嗣

11:39 次年度ホスト挨拶（2分） 堺フラワーRC 会長 久保木紀雄

11:40 閉会点鐘 会長 中井崇嗣

― 休憩（10分）―

第２部 新春互礼会 11:50～14:30（2時間40分）

司会進行 SAA 中田 総

11:50 開会挨拶および来賓紹介（5分） 合同例会実行委員長 小野晃範

11:55 来賓挨拶 （15分） 堺市長 竹山修身

12:10 新春特別講演会(40分) 『華やかなる共演者』

俳優・女優 第2750地区 東京恵比寿RC 司 葉子

12:50 乾杯・食事（90分） 乾杯 堺⒒RC ガバナー補佐 堀本欣吾

― 演奏 「アンサンブル香音」 地区ﾛｰﾀｰｱｸﾄ代表 西尾 薫・他―

14:20 閉会挨拶（3分） 合同例会実行副委員長 京谷知明

14:23 ロータリーソング「手に手つないで」 ソングリーダー 西尾 薫

14:30 閉 会



選考・職業分類委員会
委員長 犬伏 幸代

例会はもちろんのこと、行事や事業などへの
参加を参考にして、退会意思の気配を敏感に
察知してロータリーの手続要覧に従い、会長
幹事とともに相談を進めてきました。今後も
同じように継続をして他の委員会と連携し、
職業分類表の適正化を考慮していきます。

ロータリー情報委員会
委員長 中井 昭宏

新入会員には、1日も早くクラブに馴染んで
頂く為の機会を計画しました。
新入会員候補者には堺フェニックスの概要を
わかりやすく説明し、クラブ入会がスムーズ
に運ぶように努めました。
新入会予定者のインフォメーションを行いま
した。

会員増強と連携し新入会員のフォローをしま
す。

新入会員には、オリエンテーションを実施し
、推薦者と相談しカウンセラーを選任し、見
守っています。

クラブ広報 IT委員会
委員長 米田眞理子

2014年7月1日から12月18日までの活動報告を
致します。

クラブ広報活動として、フェイスブックを活
用し奉仕活動報告をいたしました。
ロータリーの友の内容発表を新入会員対象で
輪番指名制にし、毎月基本第3週目の例会に
て発表していただき6回目を終えました。

堺フェニックスRCに関する記事がロータリ
ーの友に掲載されることが多数あり、全国に
クラブ広報活動が出来ました。

8月号 横組み
Ｐ20 仲間から祝福され、ロータリアンが国
際大会で挙式
堺フェニックスRC 

9月号 縦組み
Ｐ23 俳壇 ひらひらと蝶来て庭の景動く
堺フェニックスRC 米田眞理子

10月号縦組み
Ｐ9-12 わがまち･････そしてロータリー わ
が町堺
堺フェニックスRC 京谷知明
Ｐ21 俳壇 万緑の中すれ違うロープウェイ
堺フェニックスRC 米田眞理子

11月号 掲載なし

12月号 横組み
Ｐ45 ROTARY掲示板 新ローターアクトクラブ
堺フェニックスローターアクトクラブ 2014
年７月７日発会

RIからの資料をタイムリーに配布したり、回
覧したり致しました。
下半期も尚いっそう、クラブの広報活動に取
り組みたいと思います。

IT活動につきましてはホームページの活用等
、業者との契約により取り組んでおります。

会員増強・退会防止委員会
委員長 吉住哲洋

12月まで3名の方が退会していますが、入会
された方が3名となっています。
会員の増強とまで至っていませんが、下半期
も会員増強となるように活動を行っていきま
す。
8月には会員増強拡大月間で卓話を行いまし
た。
12月のクリスマス例会に入会希望者なども招
待し、会員増強につなげられるようにしてい
きたいです。



親睦（友好ｸﾗﾌﾞ）委員会
委員長 宮前美穂子
松本美和子

毎月、第一例会日の各種記念日に
お祝いにプレゼント

会員誕生日 レターオープナー
家族誕生日 ソープフラワー
創立記念日 ロックグラス
入会記念日 フォトフレーム

新入会員歓迎会を開催して親睦の機会を作っ
てきました。7月には南海グリルにて親睦例
会を実施、10月には地区大会への参加と共に
、ピッコロカプリーチョへの親睦例会を行い
ました。
12月13日はクリスマス例会を行い、自クラブ
内での交流が活発に行い、絆が深められる機
会となっています。下半期も親睦を深められ
るように努めていきます。

クラブ会報委員会
委員長 中田 総

週報の発信を継続しており、誤字・脱字、内
容に不備がないように気を付けています。
今後も滞りなく、皆様に週報記事の協力を得
ながら、よりよいものを作成していけるよう
に努めます。

奉仕（国際奉仕・社会奉仕）委員会
委員長 村尾 利一

8月 福知山、広島水害復興支援
義援金を送付。

アートのある街つくり会行事協賛
堺市民オリンピック協賛
泉州国際市民マラソン協賛
大阪府立大学留学生日本語弁論大会に係る後
援名義の使用並びに寄付
交通事故をなくす運動堺市推進協議会の街頭
キャンペーンに参加
タイ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
堺市より廃車予定の消防ポンプ自動車を譲り
受け寄贈

クラブ管理運営委員会
委員長 金谷昌信

7月24日には南海グリルにて
移動例会を行い、10月11日にはピッコロカプ
リーチョにて移動例会を行いました。
12月13日クリスマス例会をcafé NINOで行い
ました。

クラブ会員と協力のもと、新入会員歓迎会も
実施しています。各種記念品の贈答も行って
おり、今後も活動を継続していきます。

青少年奉仕委員会
委員長 仲峯 豊

８月 堺ﾌｪﾆｯｸｽﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ
認証状伝達式の開催

９月 初芝立命館高校IAC合同例会の実施
１０月 地区大会に堺ﾌｪﾆｯｸｽﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ・

初芝立命館中学・
高校ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞの参加

１１月 帝塚山学院泉ヶ丘中学高校ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸ
ﾗﾌﾞ認証状伝達

初芝立命館IACのホスト役にて地区
IAC海外研修オリエンテーションの開催
１２月 クリスマス例会
堺ﾌｪﾆｯｸｽRAC・初芝立命館中高IAC・帝塚山学
院泉ヶ丘中高IACの参加予定
地区IAC海外研修の初芝立命館中高IAC6名帝
塚山学院泉ヶ丘中高IAC4名の参加

下半期予定項目
２月７日 堺かるた大会の開催予定
２月１日 IAC三者交流会

IAC海外研修報告会
３月 世界RAC週間
３月１３日 RACの日
６月 IAC新入生歓迎会



クラブロータリー財団
委員長 松田 香純

今年度活動指針として
『活動資源となるご寄付への理解
と財団のシステム理解し「身近な財団」にし
よう』としております。
ロータリー財団については11月6日例会にて
卓話の実施、財団のシステム、地区補助金、
グローバル補助金について説明と、今年度申
請中のプログラムについてお話いたしました
。
ロータリー財団への寄付につきまして、 年
次寄付を１人当たりUS 200ドル以上を目標と
し、寄付を募っております。
クラブ寄付総額目標のUS 7000ドル以上とい
う目標は、現時点ですでに大きく達成いたし
ております。寄付に協力いただいた会員の皆
様へ御礼申し上げます。

今年度、
石田 得子会員
マルチプル・ポールハリス・フェロー4
松田 香純会員
マルチプル・ポールハリス・フェロー2
松本 美和子会員
マルチプル・ポールハリス・フェロー1
上好 まゆみ会員
マルチプル・ポールハリス・フェロー1
山田 真樹会員 ポールハリス・フェロー

ポール・ハリス・ソサイエティー（年次寄付
・MPHF・POLIOなどへ毎年US 1000ドル寄付を
誓約した場合に認証される）：松田香純会員
また、メジャードナー：中井昭宏会員
が認証されました。

・前年度より「未来の夢計画」（Future 
Vision）が開始されており、今年度地区補助
金として申請したものは『堺かるたを知り堺
について学ぼう』と題し、堺市内の小学校へ
堺かるたの配布、普及、のちに行われる堺か
るた大会への参加促進を目的に申請しており
ます。

米山記念奨学委員会
委員長 小山 武士

１．米山記念奨学会の事業内容を
更に理解していただく為の情報の
提供。（米山記念奨学会への寄付金に対する
表彰制度を含む）という目標に対しては、
2014年6月 米山奨学事業への寄付金額、累
計2千万円達成クラブとして表彰
19回クラブ功労者賞受賞
１０月米山月間では会員からの寄付を募りま
した。

２．米山奨学生の卓話を通じて、国際交流と
相互理解を推進する。
10月2日 御坊南RCのｹﾞﾆｮｰ･ｴﾘｯｸ･ﾏｸｼﾑ･ﾛｼﾞｪｰ
様（フランス/和歌山大学）卓話
勉強会 岸和田東ロータリークラブ

米山委員長 雪本孝治様
10月16日 康 恵様 卓話

３.地区行事参加
９月２７日クラブ米山記念奨学委員長会議及
び世話クラブカウンセラー研修会
１２月１３日 ２６４０地区 米山学友総会

４.親睦委員会と提携して、親睦行事に留学
生を招待して相互理解を推進する。
親睦移動例会時には事前に連絡し、予定調整
して頂き参加していただいております。下半
期も同様に行ってまいります。

・グローバル補助金については当クラブでは
現在グローバル補助金として第2790地区DDF
、3クラブと第2640地区DDF、当クラブ含め4
クラブとウランバートル ロータリークラブ
で、国立第3中央病院(通称：システィン病院
) 国立第３中央病院に新たに前処理として除
鉄・素粒子除去装置⇒逆浸透膜純水装置⇒ス
テンレスタンク⇒紫外線殺菌装置⇒絶対フィ
ルター⇒送水ポンプなど高度上水設備純水装
置）を取り付ける。据付後の純水装置は国立
第３病院に譲渡。現地で継続的に使用できる
ように運転、保守のトレーニングを行い消耗
品については、地域企業が手配できるように
技術移転を行うプロジェクトに参加していま
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 ７ 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 ０ 名

先々週修正出席率
11月27日 82.16 ％

本日の出席率
12月18日 68.18 ％

欠席報告

メイクアップ報告

会長 中井 崇嗣 会員
豊澤様ようこそ堺フェニックスＲＣへお越し下さい
ました。お楽しみください。本日の上半期報告会各
委員長の皆様よろしくお願い致します。

直前会長 中井 昭宏 会員
本日は一番寒い日ですね。堺はインフルエンザが大
流行しています。ご自愛ください。半期お疲れ様で
した。

会長ノミニー 松田 香純 会員
皆様今年もたくさんお世話になりありがとうござい
ました。来年もどうぞよろしくお願い致します。来
週は少し早い正月休みをとり、２５日～２８日セブ
島へ行ってきます。その後年末年始仕事します。１
月８日お会いできることを楽しみにしております。

上好 まゆみ 会員
元気にロータリーの例会にくることに感謝します。
ありがとうございます。

村尾 利一 会員
本年も皆様方のご指導ご協力有り難うございました
。来年度もよろしくお願い致します。

ニコニコメッセージ

犬伏 幸代 会員 仕事の為

片岡富美子 会員 仕事の為

中田 聡 会員 風邪の為

中野 一郎 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

掛水 義久 会員 仕事の為

中野 一郎会員 12/13 ガバナー補佐会議

吉住 哲洋会員 12/16 東京米山ＲＥＣ

林 信一会員 12/15 太子ＲＣ

京谷 知明会員 12/13国際ﾛｰﾀﾘｰ2640地区

ロータリー友委員代表

ＳＡＡ 上田俊夫

・上半期の実施計画はほぼ
当初の予定どうり行うことができた。
・例会の中での時間配分はだらだらすること
なくほぼ正確に行うことができた。
・例会の無断欠席をなくすのはやはりむずか
しい。
・IT機器の使用については十分配慮していた
だくことができた。
・食事の内容は他クラブに比較し評判が良く
ない。剰余金がでるくらいならもう少し改善
すべきである。
・にこにこへの協力はなお一層の努力をお願
いしたい。



2015年1月8日（木）例会の記録（第839回）





出席報告

在籍者 ２８ 名 出席者 ２２ 名

出席計算会員 ２５ 名 欠席者 ３ 名

出席免除会員 ６ 名
（山田会員・片木会員
・猿田会員・石田会員
・松本会員・林 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
12月㏣ 96.00 ％

本日の出席率
１月８日 88.00 ％

欠席報告

メイクアップ報告

小山 武士 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

中井 崇嗣 会員 12/20 クラブ会長会議

中野 一郎 会員 12/20 クラブ会長会議

仲峯 豊 会員 12/23 大阪千代田RC・堺フ

ラワーRC・KUMATORI向日

葵RC合同例会

12/27

堺フェニックスRAC 例会

仲峯 由美 会員 12/23 大阪千代田RC・堺フ

ラワーRC・KUMATORI向日

葵RC合同例会

12/27

堺フェニックスRAC 例会

米田 眞理子会員 12/23 大阪千代田RC・堺フ

ラワーRC・KUMATORI向日

葵RC合同例会

難波 竜太郎会員 12/19 東京米山ＲＣ



国際ロータリー理事会の決定事項

PDG米田眞理子

プログラム・賞関連

理事会は、会員の特典に関する新プログラムを設けることに同意しました。このプログラムでは、さま

ざまな商品やサービスに対する割引やポイントが参加ロータリアンに提供されます。プログラムの開

発に向けた初期リサーチが直ちに開始され、導入は2015年7月となる予定です。

理事会は、ロータリーの特別月間を、重点分野を強調するものに変更しました。新しい特別月間は、

次のとおりです。

• 9月：基本的教育と識字率向上月間

• 10月：経済と地域社会の発展月間

• 12月：疾病予防と治療月間

• 1月：職業奉仕月間

• 2月：平和と紛争予防／紛争解決月間

• 3月：水と衛生月間

• 4月：母子の健康月間

• 5月：青少年奉仕月間

上記ページには明記されておりませんが、8月会員増強・拡大月間／11月ロータリー財団月間／6月

ロータリー親睦活動月間の3つに変更はございません。こちらはRI理事会議事録P21からの引用とな

ります。


