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２０１４－２０１５年度 第２６回目 例会

１月２２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 ４つのテスト・ロータリーの綱領

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

卓話 堺税務署 副署長 中 川 猛 様

閉会点鐘 会 長 中 井 崇 嗣

次回例会ご案内

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～

第２８回
２月７日（木）

例会変更
堺かるた大会

熊野小学校
12：30～

「世界へのプレゼントになろう」と
ラビンドラン会長エレクトが呼びかける

1月18日（日）、米国サンディエゴで開幕し
た国際協議会で、K.R. ラビンドラン国際ロ
ータリー会長エレクト（スリランカ、コロ
ンボ・ロータリークラブ会員）が、2015-16
年度のテーマ「世界へのプレゼントになろ
う」を発表しました。



LIGHT UP ROTAR ロータリーに輝きを

2015年1月15日（木）例会の記録（第840回）

先週は新春合同例会お疲れ様でした。

多くの方からお褒めの言葉を頂き、ホストを

務めさせていただいたクラブとしてとても嬉

しく思いました。

皆様のご協力のお陰で素晴らしい会を開催で

きました、本当にありがとうございました。

さて本日は新年最初のホーム例会です。皆さ

んとの楽しい時間を過ごしたいと思います。

来年度からは『職業奉仕月間』となりますが

、この1月は『ロータリー理解推進月間』で

す。会員にロータリーについて知識と理解を

一層深めてもらい､同時にロータリアン以外

の、一般市民にもロータリーのことをよく知

ってもらうためのプログラムを実施する月間

です。

2月の話になりますが、7日の土曜日には『堺

かるた大会』がございます。これは我々堺フ

ェニックスロータリークラブが主催し堺にあ

る10のロータリークラブと堺市、教育委員会

、地域の子ども会などにもご協力頂き行われ

ます。地域の方々と触れ合える良い機会です

ので、入会して間もない会員様始めクラブの

皆様にはこの1月にロータリーへの理解を深

めて頂き、『堺かるた大会』で地域の方にロ

ータリーについてご説明できるようになって

頂ければと存じます。

第85会互輪会ゴルフ大会ご案内
日時 2015年3月17日（火）
場所 天野山カントリークラブ

TEL 072-284-1919 堺市南区別所1549-46
集合時間 各組スタート30分前にお願いします。
スタート 第一組8：07～
参加費 1万円
クラブ内受付締め切り 2015年1月29日例会内
参加希望の会員様は参加費をご持参のうえ、御連
絡ください。競技方法等詳細はご案内にてご覧く
ださい。

クラブ例会変更ご案内
平成２７年２月５日例会は

⇒平成２７年２月７日堺かるた大会
熊野小学校 へ変更となっております。

近隣クラブ例会変更ご案内
堺フラワーロータリークラブ
平成２７年１月１７日の例会は

⇒同日 10：30～ 大阪千代田RC、
KUMATORI向日葵RC合同ボウリング大会
於：ラウンドワン酒井駅前店

地区からのお知らせ
橋本紀ノ川ＲＣが２０１４年１２月３１日付にて
ＲＩ細則第3.010.節によりＲＩ脱会されましたこ
とをお知らせ申し上げます。

歓迎会のお知らせ
例会後、２０:００～カフェイルジャルディーノ
で豊澤様歓迎会を行いたいと思います。

いつもお世話になっております。

例会後、19：40～次年度理事会を行います。

２Ｆプラネットへお越し下さい。



康慶様、一月度米山記念奨学金授与

本日のお客様紹介
米山記念奨学生 康 恵 様

1月度、各種御祝
会員誕生日 片岡富美子会員、松田香純会員

林 信一会員、仲峯由美会員
家族誕生日 小野晃範会員、片岡富美子会員

仲峯 豊会員
創立記念日 掛水義久会員
入会記念日 松田香純会員

青少年交換委員 上田 俊夫 会員

ポール・ハリス・フェロー 山田 真樹会員

ポール・ハリス・フェロー１ 上好まゆみ会員

ポール・ハリス・フェロー６ 上田 俊夫会員



2/1 地区青少年交流会の御案内

2014年～2015年度地区青少年交流会を下記の
要領で開催いたします。帝塚山ＩＡＣがホス
トを務めておりますのでご参加よろしくお願
い致します。

１．日時：２０１５年２月１日（日）
１０：００ 登録開始
１０：３０ 開会式
１１：００ ローターアクト活動発表
１２：００ 昼食
１３：００ インターアクトワークショップ
１５：００ 閉会式
２．場所：精華高等学校

〒599-8245 堺市中区辻之１５１７
ＴＥＬ ０７２－２３４－３３９１

※ 当日、送迎バスを運行します。申し込み
用紙に利用有無をご記入ください。

・南海高野線「金剛」駅バスロータリー
【９：３０発】
・JR阪和線「津久野」駅
【９：３０発】＊案内生徒が誘導します。

３．登 録 料：ロータリアン５,０００円

1/25 RAC地区連絡協議会のご案内
日時 ２０１５年１月２５日（日）
１２：３０～ 登録開始
１３：００ 開会点鐘
１６：００ 閉会点鐘

※終了後懇親会を予定しております。是非ご
参加ください。
場所
協議会：テクスピア大阪ＴＥＬ0725-31-4401

〒595-0025 大阪府泉大津市旭町 22-45

懇親会：近隣会場を予定しております。
内容 協議会：地区と各RACの上半期活動報
告と、下半期行事予定の発表
協議会登録料 ロータリアン 5,000円
（当日受付でお預かりさせていただきます）

このたび、米田
パストガバナー
の推薦により堺
フェニックスロ
ータリークラブ
に移籍させてい
ただきました
豊澤 浩です。
昭和１５年７月和歌山県生まれの74歳、もう
すぐ後期高齢者になります。東京の医科大学
を卒業後、奈良医大内科に入局し、父の死後
豊澤医院を継承し現在に至っています。クラ
ブの足を引っ張るかも知れませんが私なりに
頑張るつもりですので宜しくお願いします。
娘2人も結婚し、妻と2人きりの高齢者世帯で
す。老人ホームや警察の委託医をしており緊
急時にそなえて長時間事業所を離れることが
出来ません。
ロータリー歴は１９９６年１月２３日、橋本
紀ノ川ロータリークラブの創立会員として入
会し、１９９６-９７年度会長（2代目）を含
むすべての役員及び理事数回の他、米山奨学
生のカウンセラー、ガバナー補佐、地区職業
奉仕委員会委員を経験しました。カウンセラ
ーとして活動中に米田様と出会いました。
橋本紀ノ川ロータリークラブは昨年度（久保
年度）の年次総会で、１年後に国際ロータリ
ー脱会を決議し、本年度に入っても決議撤回
の動きもなく、昨年末、加盟認証状を事務総
長に返還しました。本日の幹事報告にもあり
ましたように、正式に国際ロータリー理事会
で承認されました。仕事の都合で出席可能な
クラブを探していたところ、米田パストガバ
ナーより声がかかり、堺フェニックスロータ
リークラブに移籍させていただくこととなり
ました。会員の皆様に感謝いたしますととも
に、ご指導の程よろしくお願いいしまして本
日の入会の御礼の挨拶とさせていただきます
。誠にありがとうございます。会員の皆様に
感謝いたしますとともに、ご指導の程よろし
くお願いいしまして入会の御礼の挨拶とさせ
ていただきます。誠にありがとうございます



2015年度

新春合同例会・新春互礼会のご報告とお礼

平成27年1月8日、ホテル・アゴーラ・リージェンシ

ー堺で開催された2015年度堺１１RC新春合同例会・

新春互礼会には195名にご参加いただき、滞りなく

無事かつ成功の裡に終えることができました。

オープニングの君が代とロータリーソングがピアノ

とバイオリンとボーカルでリードされ格調高く開会

されました。第一部の新春合同例会には辻DGから有

意義なご挨拶を戴き立派な新年の式典となりました

。第二部の新春互礼会では竹山堺市長が市政への熱

のこもった思いを10分以上にわたって述べられまし

た。メインイベントである新春特別講演には我が国

の映画全盛期の日本を代表する名女優司 葉子さん

をお招きたしました。

最初は映画女優として活躍された60年間を20分にま

とめたスティール写真が特大スクリーン2台に放映

され、会場はロマンと華やか雰囲気に包まれ皆懐か

しい思い出に浸りつつ鑑賞いたしました。

そのあと、ロータリアン司 葉子として情熱をこめ

てロータリ―活動についてお話をされ、その魅力あ

るお人柄とお話ぶりに大いに感銘いたしました。

歓談と食事の時間にはローターアクト代表西尾 薫

さんとクラッシクグループ香音による一級品と呼べ

るオペラと器楽が奏でられ会場からブラボーの声が

上がりました。参加された会員の皆さんからは久し

振りに華やかで明るく楽しい新春合同例会だとお褒

め戴ききました。これは一重に会員皆様の早朝から

の一致協力のお陰です。また準備に心を砕かれた中

井会長、実行委員会、関係者各位のご尽力の賜と心

より厚く感謝しお礼申し上げます。有難うございま

した。

地区より識字率向上運動協賛お願いの件

拝啓 寒冷の候ますますご清栄のこととお慶び申

し上げます。 平素は第２６４０地区社会奉仕委

員会の事業に対して、御協力を賜り厚く御礼を申

し上げます。さて、識字率向上運動につきまして

は、地区研修・協議会等で、今年度の推奨項目と

してご説明申し上げました。

本日は、３月度の識字率向上月間を前にして、ご

協力の準備をお願い致したくご連絡並びにお願い

を申し上げます。内容は、下記のとおりです。尚

、詳細につきましては、本月間直前に改めてご案

内申し上げます。

敬具

記

１．募 集

① 書損じ葉書

（年賀状の時季でございますので、年賀葉書の書

き損じ等ございましたらお願い致します。）

② 未使用切手

（封筒、葉書に貼り付けられた状態でも可）

③ 未使用テレフォンカード

（1度でも使った物は不可）

④ 現金 日本円 （お札、硬貨いずれも可）

※一括にて協賛いたしますので、クラブでお取り

まとめ頂き、ガバナー事務所にお送りください。

お振込み先等は後日連絡させてきます。

２．募 集 期 間 ３月１日～３月３１日の予定

３．協賛先 日本ユネスコ協会連盟



祖父・父親・私・子と大体30歳間隔で生まれ 生活を共にしたのであるが 社会は大きな変化

を遂げた。それを夫々の平均寿命を指標として振り返り これからの孫・ひ孫の世界を思い描

いて見ようと考えて こんな 題を選んだ。

しかし 祖父の明治の初めは国民の3割位が飢え死にするような食生活 親父の後半 昭和の

初期は大和河内地震・室戸台風・戦災と結核の生活は 残酷過ぎて お正月の話題としては

不適当と考え世の中が明るくなった子供の時代の事を話させて頂きます。

昭和31年お米の配給制度が無くなり、ご飯を腹一杯食べられる時代になり、戦争が終わった事

を実感出来た年 それから60年 河内平野には命に関わるような 地震も台風も無く。社会文

化が長足の進歩を遂げた。2015年日本人の平均寿命84歳 丁度私がその上に立っている。小生

生まれた時から平均寿命が2倍になった。何故こんなに伸びるのか。これを考えてみよう。

昨年9月のWHOの発表「先進国・準先進国の都市に住む人達は平均寿命80歳を超えた」の“都市

に住む”が長生きの要因であるとした事は画期的な発言である。 今まで 昭和時代には 空

気の綺麗な所で身体を鍛えて・・・・と言われて居た事を根本から否定している。先ず 先進

国は我が国以外肉食である 次いで 都会に住むと人との接触が多いので 免疫力が出来る

。そして 日常生活に必要な都市交通・ショップ・公共機関・学校・病院etcが身近にあり

衣・食・住 生きて行くのに必要なものが 苦労せずに手に入る。これには 富裕層・貧困層

の区別 学歴の差 世間的地位の上下総ての差別のない長生きには天国のような場所である。

もう一つ 食が欧米型になると 病気の質が 癌が減り 脳溢血・心臓麻痺の罹病率が上がり

医学の進歩によって手術の技術が進み 癌からの生還率が上がって居る。

となると 生きて居る人は皆健康 人は元気で動けると 遊ぶより 働くを選ぶ 歳に関係な

く 働き始めると 定年制が無くなり就業システムが変わって来る。 世の中を動かすのはロ

ボット 繋いでいるのは Net。タッチパネルで端末を動かしている人達、世の中急速に変わ

って居る。年寄りはぼやぼやせずに先端文化に馴染む事を考えるべきである。



出席報告

在籍者 ２８ 名 出席者 ２１ 名

出席計算会員 ２１ 名 欠席者 ２ 名

出席免除会員 ７ 名
（山田会員・片木会員
・猿田会員・石田会員
・松本会員・林 会員

吉住会員）

免除出席者 １ 名
林 会員

先々週修正出席率
12月13日 75.00 ％

本日の出席率
１月８日 90.91 ％

欠席報告

メイクアップ報告

ニコニコメッセージ

会長 中井 崇嗣 会員
皆様、先週は新春合同例会ありがとうございまし
た。豊澤様入会おめでとうございます。今後共よ
ろしくお願い致します。林様、本日は卓話ありが
とうございました。

パストガバナー 米田眞理子会員
今年初めてのホーム例会おめでとうございます。
新春合同例会大成功に終わり心よりお喜び申し上
げます。皆様ご苦労様でした、

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。

会長エレクト 仲峯 豊 会員
こんばんは、康恵さんようこそお越し下さいまし
た。豊澤先生入会おめでとうございます。林先生
卓話楽しみにしています。宜しくお願い致します

会長ノミニー 松田 香純 会員
遅刻すみません。お誕生日と入会の御祝いただき
ありがとうございます。

副会長 小野 晃範 会員
皆様のご協力のお陰をもちまして新春合同例会、
互礼会は無事大盛況、大成功に終えることが出来
ました。誠に有り難うございました。

上好 まゆみ 会員
林信一様の卓話楽しみにしています。ありがとう
ございます。

掛水 義久 会員
まだまだ寒いですが風邪をひかずにお仕事がんば
りましょう。

仲峯 由美 会員
豊澤様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。

林 信一 会員
今日もかろうじて元気です。

新入会 豊澤 浩 会員
米田PDGの推薦により橋本紀ノ川ＲＣから移籍し
てきました。よろしくお願い致します。司葉子さ
んから「紀ノ川は第2のふるさとです」というコ
メントを頂きました。

小野 晃範 会員 1/14 地区ＲＬＩ委員会

中井 昭宏 会員 1/10

堺フェニックスRAC例会
1/12 豊澤洋太朗DGN

国際協議会壮行会

中野 一郎 会員 1/14 地区ＲＬＩ委員会

松田 香純 会員 1/10

堺フェニックスRAC例会

米田眞理子 会員 1/12 豊澤洋太朗DGN
国際協議会壮行会

中田 聡 会員 仕事の為

中野 一郎 会員 体調不良の為

宮前美穂子 会員
新春合同例会 素晴らしい例会だったと思いまし
た。今年も一年よろしくお願い致します。

村尾 利一 会員
新春合同例会皆様ご苦労様でした。本年度も協力
して堺フェニックスロータリークラブを盛り上げ
ていきましょう。

幹事 内藤 絵梨奈 会員
皆様先週は新春合同例会お疲れ様でした。ありが
とうございました。豊澤浩様、これからよろしく
お願い致します。


