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２０１４－２０１５年度 第２９回目 例会

２月１２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 我等の生業

お客様紹介 親睦委員長 宮 前 美 穂 子

米山記念奨学金授与 米山奨学生 康 恵 様

ロータリーの友紹介 掛 水 義 久

会長の時間 会 長 中 井 崇 嗣

幹事報告 幹 事 内 藤 絵 梨 奈

卓話 堺警察署 橋 本 功 様

閉会点鐘 会 長 中 井 崇 嗣

次回例会ご案内

第３０回
２月１９日（木）

海外研修報告会
帝塚山学院ＩＡＣ

ホテル第一堺
18：30～

第３１回
２月２６日（木）

青木 陽香様
『開運の鍵』

ホテル第一堺
18：30～

ロータリーのオンラインツールやリーダシップ
に関する知識とスキルを磨きたいとお考えです
か。それならぜひラーニングセンターをご利用
ください。ラーニングセンターは、My ROTARY
にアカウント登録するだけでご利用いただけ、
「ウェビナーを実施するには」「立法案の提出
方法」「ロータリークラブ・セントラルのリソ
ース」などのほか、ロータリーでの各役割への
準備コースなどが用意されています。



LIGHT UP ROTAR ロータリーに輝きを

2015年1月29日（木）例会の記録（第842回）

本日は再度ロータリアンとしての基礎のお話をさ
せて頂きます。

ロータリーとは人道的奉仕を行い、あらゆる職業
において高度の道徳的基準を守ることを奨励し、
かつ世界における親善と平和の確立に寄与するこ
とを目的とした実業人および専門職業人が世界的
に結びあった団体です。簡単にいえば、自分を磨
き人を育て、時には慈善行為、ボランティア活動
などを行う世界的な団体です。

ロータリーの奉仕理念とは、他への思いやりの心
、助け合いの心、他人のお役に立つ行いをしよう
とする心です。創始者ポール・ハリスの信条は寛
容・慈愛・忍耐でした。

ロータリーの目的とは
ロータリーの目的は、それぞれの会員の企業活動
の根本に奉仕理念をおいて、それを磨きあげるこ
とです。

ロータリーの目的は、価値ある企業活動の基礎と
して奉仕の理念を奨励し育成することである。
第1 奉仕の機会を得るときには、交友関係を発展
させること。
第2 社会に奉仕する機会を得るときには、企業と
専門職が有する高い倫理基準を保ち、役立つ仕事
はすべて価値あるものと認識し、そして、ロータ
リアン各自の職業を尊厳あるものにすること。
第3 ロータリアンの一人一人が、個人として、職
業人として、地域社会の一員として、奉仕の理念
を実践すること。
第4 奉仕の理念に結ばれた実業家と専門家の世界
的な団体を通して、国際理解・親善・平和を促進
すること。

本日は冒頭にも述べましたように基礎のお話をさ
せて頂きました。

例会への出席、会費の納入、ロータリー雑誌の購
読という、ロータリアンの３つの義務をしっかり
と果たしてロータリーを楽しみましょう。

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。

第８回理事会ご案内

平成２７年２月１２日理事会を開催いたします。

１７:３０～ 2Ｆリセス

近隣クラブ例会変更ご案内

堺おおいずみロータリークラブ

平成２７年２月１８日（水）

ホテルアゴーラリージェンシー堺2Ｆ

中華料理 龍鳳 にて夜間例会とさせていただき

ます。受付 18：00～ 例会 18：30～

ロータリーレート2月 118円です。



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
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）
２．場所：精華高等学校

〒599-8245 堺市中区辻之１５１７
ＴＥＬ ０７２－２３４－３３９１

第３回次年度理事会ご案内
次年度理事会を下記のとおり行います。
理事役員の会員様はお集まりいただきますよ
うお願い致します。
平成２７年２月１９日１９:４０～
ホテル第一堺 2Ｆ リセス にて。
議案、資料等ございましたら連絡ください。

お客様紹介

国際ロータリー第２６４０地区

堺フラワーＲＣ 高山 勝成 様

中出 博啓 様

国際ロータリー第２６４０地区

堺フラワーＲＣ 但見 淳 様

ＫＵＭＡＴＯＲＩ向日葵ＲＣ

会 長 飯岡 典子 様

会長エレクト 堀本 誠 様

幹 事 仁木 順子 様

①横組 3P
ロータリーについて話そう
黄RI会長メッセージ
内容は
・ロータリーを地域に知ってもらう
・世界中で実施されるロータリー
・ﾛｰﾀﾘｰとその奉仕を引き継いで行く為に

の３点です。
②横組 17P
ポール・ハリスの生き方を学ぼう
（甲府北RC 安部会員より）
内容は
・人間の生き方を追求し人生に生かした

ポール・ハリス
・「良い世の中、幸せな生活」

につながる生き方を
・クラブが元気回復の為の「三小試」

（三つの小さな試み）
1自己評価 2友情速達 3意思伝達
③横組 18P
ロータリーデー（ロータリーを地域に理解を
してもらうのを目的とする）
年１回期間をきめて、ロータリーを知っても
らう為、地域と一体となってイベントを行う
。
我がクラブも何かロータリーデーを考えたい
ものです。

④縦組 28P
私達２６４０地区の河内長野東RCが、紹介さ
れています。「広げよう、どどいつの輪」
⑤縦組 20P
俳壇の部分（前から３列目）我が米田パスト
ガバナーの俳句が掲載されています。
「梅雨（つゆ）の灯（ひ）のカットグラスに
砕（くだ）けけり」
分厚いカットグラスや中の氷に光が乱反射す
る姿を「砕けけり」と一語でとらえられた、
梅雨の夜の濃厚な光の質感が出ている。と評
価されています。
その他ロータリーに光を当てるためのいろん
なヒントが掲載されています。



本日、堺フェニックスロータリークラブにお招きいただきましてありがとうございました。ま

ずは高山選手の4つの世界タイトルを取ったときの映像をご覧いただきたいと思います。この高

山選手は、先日の大晦日の試合で日本人初、向こう50年は出ないのではないかと、云われる同

一階級4団体制覇（WBO・IBF・WBA・WBCの4タイトル）という世界のボクシングの歴史でも3名し

か成し遂げられていない快挙を達成する事が出来ました。本当にありがとうございました。こ

れもひとえに皆様の応援があっての賜物と思います。今後とも応援の方よろしくお願いします

。

実は、相手の大平選手も、法政大学を卒業。上場企業の安定した職を棄てボクシングの頂点を

目指し千載一遇のチャンスに人生を賭して来たと聞いていました。自らを穴だらけの凡人。努

力と運で這い上がったと評していましたが、それは高山勝成も同じだと思います。自分は、祖

父がロータリアンで、大学でボクシングをやり就職し独立し体力維持の為に通ったジムでした

。またこの高山選手は肥満体質の解消で何となく始めたボクシング。初めて高山選手が私のも

とにボクシングをやらせてほしいとジムに来て、世界チャンピオンになりますと言うではあり

ませんか。「では一度そこで腕立て伏せをしてみなさい」と言って、やらせてみました。とこ

ろが3回と持たずへこたれてしまい。何とも拍子抜けをした覚えがありました。しかしこの小柄

な青年をみて、ひとつ高山に掛けてみようと思い、練習を始めたのです。しかしチャンピオン

には程遠く負け続け、ついには私自信、会社の経営の苦労との両立と思いのほか長くなってし

まい、悩み戸惑う日々が続きました。そしてある人との出会いがありました。



堺フラワーロータリークラブのパスト会長の堀本欣吾八龍会会長でした。高山と共に堺フラワ

ーロータリークラブに入会させて頂き、アクアテクノロジー社長として国際奉仕プロジェクト

にも参加の機会を頂きました。そして堀本会長の絶大なるご支援と、ロータリークラブの皆様

の応援のお陰で思ったよりも遥かな目標（WBO・IBF・WBA・WBCの4タイトルを制覇）に到達でき

た今も本当に人の縁とは不思議なものだなと思います。この堺フェニックスロータリークラブ

のパストガバナーでおられる米田先生にもたいへん応援を頂き、感謝でいっぱいであります。

おもん見れば、高山勝成も当時は、だだの人やはりプロスポーツは現役が一番の華です。良い

時や悪い時、希望や挫折の時は、季節や日々の天気の様にかわりますが、一番困難な目標に向

かい苦しい時に頂いたご縁は一生の縁として皆さんとロータリアン高山勝成の新たな挑戦をし

てまいりたいと思います。今後はロータリークラブの奉仕プロジェクトにも積極的に参加させ

て頂き、いつも堀本会長始め米田先生から声をかけて頂けるように今後も「夢」に向かって高

山と共に頑張ろうと思います。

以上御静聴ありがとうございました。



出席報告

在籍者 ２８ 名 出席者 １８ 名

出席計算会員 ２１ 名 欠席者 ３ 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 ０ 名

先々週修正出席率
1月8日 91.67 ％

本日の出席率
１月29日 85.71 ％

欠席報告

メイクアップ報告

ニコニコメッセージ

堺フラワーＲＣ 直前会長 但見 淳 様
メイクアップ遅れてすみません。
直系の新しいクラブとして、もっと早くご挨拶に
来たかったのですが、立ち上げ少々バタバタし今
日になりました。これからもご指導、ご鞭撻よろ
しくお願い致します。

KUMATORI向日葵ＲＣ 幹事 仁木 順子 様
高山選手４団体制覇おめでとうございます。本日
は卓話楽しみに参りました。

会長 中井 崇嗣 会員
本日は沢山のお客様にお越し頂き活気がある例会
となりました。ありがとうございます。高山様卓
話ありがとうございます。

会長エレクト 仲峯 豊 会員
こんばんは、高山選手、よくお越し下さいました
。卓話楽しみにしております。堺フラワーRC、
KUMATORI向日葵RCの皆さんありがとうございます
。よろしくお願い致します。

会長ノミニー 松田 香純 会員
本日は高山様、中出様卓話ありがとうございます
。

副会長 小野 晃範 会員
高山勝成チャンピオン昨年暮れのタイトルマッチ
おめでとうございます。これからも応援していま
すので頑張ってください。

上好 まゆみ 会員
高山様の卓話楽しみにしてました。ありがとうご
ざいます。

掛水 義久 会員
子供のクラスが学級閉鎖になりました。インフル
エンザに気を付けましょう。

豊澤 浩 会員
ロータリー歴通算１９年を超えました。この間の
出席率は100％です。

中野 一郎 会員
高山様本日の卓話ありがとうございます。
中出様、飯岡様、堀本様、但見様、二木様ようこ
そ堺フェニックスRCへ

中田 聡 会員 仕事の為

中井 昭宏 会員 体調不良の為

京谷 知明 会員 仕事の為

中井 昭宏 会員 1/25 地区RAC研修協議会

米田 眞理子会員 1/25 米山選考会

仲峯 由美 会員
こんばんは、遅れて申し訳ありません。高山選手
の卓話楽しみにしています。堺フラワー
RCKUMATORI向日葵RCの皆さん、ようこそお越し下
さいました。どうぞよろしくお願い致します。

村尾 利一 会員
KUMATORI向日葵RCの皆様当例会においで下さいま
してありがとうございます。高山様年末の世界戦
おめでとうございます。次回も頑張ってください

SAA 上田 俊夫 会員
高山様、中出様、卓話
楽しみにしています。

幹事 内藤絵梨奈 会員
本日は高山様の卓話を
楽しみにしています。



2017年2月1日（日）精華高校にて当地区では初めて
の青少年交流会が開催されました。
青少年部門のインターアクト、ローターアクト、
ROTEXが一同に集まり、それぞれのセッションを担
当した楽しい時間となりました。海外に行けば地区
をあげて交流会を催して下さいます。逆に海外から
の交流をするためには青少年部門の連携が大切です
。

奉仕活動や交流を通じて社会に変化をもたらす。
アイデアを磨き合いながら、新しい方法で世界の問
題に取り組む。そんな熱意ある若者のための国際的
なプログラムが「ローターアクト」「インターアク
ト」「青少年交換留学」です。みなさんの活躍を期
待しています。そしていつの日かロータリアンとし
て共に活動できることを願います。

帝塚山学院泉ヶ丘中学高校ＩＡＣ 岡憲司先生より
2/1の青少年交流会では，堺フェニックスRCから多
数ご参加くださり、IAC、RACなどの育成にご尽力い
ただいていることを改めて強く感じました。インタ
ーの生徒たちのローターやROTEXについての理解も
、かなり深まったことと思います。
ありがとうございました。



LIGHT UP ROTAR ロータリーに輝きを

2015年2月7日（土）例会の記録（第843回）

堺かるた大会① 堺市立熊野小学校





出席報告

在籍者 ２８ 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 ６ 名
（山田会員・片木会員
・石田会員・松本会員
・林 会員・ 吉住会員）

免除出席者 ０ 名

先々週修正出席率
１月１５日 95.45 ％

本日の出席率
２月７日 76.19 ％

欠席報告

メイクアップ報告

上田 俊夫 会員 仕事の為

小野 晃範 会員 仕事の為

片岡 富美子会員 仕事の為

中田 聡 会員 仕事の為

中野 一郎 会員 仕事の為

仲峯 由美 会員 仕事の為

難波竜太郎 会員 仕事の為

小野 晃範 会員 2/1地区青少年交流会

猿田 慎男 会員 2/1会員維持・増強委員長
会議

内藤絵梨奈 会員 2/1地区青少年交流会

中井 昭宏 会員 2/1地区青少年交流会

中野 一郎 会員 1/25ガバナー補佐会議

1/30河内長野高野街道RC
チャーターナイト
2/3堺東RC 卓話

仲峯 豊 会員 2/1地区青少年交流会

松田 香純 会員 2/1地区青少年交流会

宮前美穂子 会員 2/1地区青少年交流会

村尾 利一 会員 2/1地区青少年交流会

豊澤 浩 会員 2/1地区青少年交流会

お客様

米山記念奨学生 康恵様

堺フェニックスRAC 副会長 原谷明子可様

帝塚山学院泉ヶ丘中学高等学校IAC 堀奈々子様

染谷綾乃様

堺かるた大会③



RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）について

地区RLI委員長 小野晃範

[RLIの重要性は]
ロータリーは時代環境に適合することで現状からの脱皮する為にはロータリー理念が再構築さ
れて行かねばなりません。
国際ロータリー（RI）とクラブにとって、社会的責任（SR）の中核主題に基づくロータリーの
理念、ビジョンの再構築が喫緊の課題だと考えられています。
現在ロータリーの中核的価値の理念は、「奉仕」「親睦」「多様性」「高潔性」「リーダーシ
ップ」の5 つが挙げられています。
RIの目的とは地域社会はもとより地球レベルの環境で起こっている様々な切実な課題を、ロー
タリーの資源によって解決し改善の実現に努めることにあります。
ロータリーの持つ資源とは多様な人材で構成された組織のことです。
①様々な領域において活躍している多様な職種の人材（企業経営者、医者、弁護士、公認
会計士、音楽家、画家、記者、教授等々）、②ロータリジェンダー（gender）、③人種、④年
齢、等々です。これらの多様な価値観を包含するロータリー組織は地域のいかなる状況にも対
応し得る稀有な組織です。
そして組織が果たさなければならない社会的責任（SR）の主題をロータリーは奉仕の精神で対
応することによって時代環境に適合してゆかなければなりません。
このロータリーの理念達成のためにはロータリーの資源の確保が不可欠であり、人材育成（
Capacity building） プログラムを充実させてゆくことがロータリー資源は確実に強化します
。その最たるプログラムが1992 年にスタートした“ロータリー・リーダーシップ研究会”、（
RLI Rotary Leadership Institute）です。

[ＲＬＩ（ロータリー・リーダーシップ研修会）を行うにあたって]
RLIはロータリアンの自主性と卓越した指導性を涵養し、クラブの刷新性と柔軟性を育て、ロー
タリーを活性化する為の、全世界の草の根的他地区合同リーダーシップ開発プログラムです。
ＲＬＩ研修セミナーの特徴は、従来の講義を聴くスタイルではなく、決められたテーマについ
て皆で自発的な考え方や意見を自由に出し合い、討議する形式をとります。そして、解答を求
めるのではなく、課題に対する参加者の発言から自分自身の解答や方向性を見出す研修です。

※ ＲＬＩ研修方法
ＲＬＩの研修方法やカリキュラム内容については、ＲＬＩの推奨プログラムに従いますが、世
界各地域や国の文化、習慣の違いを尊重し、それぞれに応じた方法や内容を加えてよいことに
なっています。
＊ 研修セミナーの参加者は、本来クラブ内の将来の指導者として成長する可能性をもったロ
ータリアンや希望者の中から、モチベーションやリーダーシップの可能性のある会員を個別に
選び、ＲＬＩの研修に参加します。
※ カリキュラムは、常に経験を重ね、受講者の評価によって、その効果を見直す必要があり
、時代の変化に対応する新しい情報を取り入れながらカリキュラムは毎年変更されます。プロ
グラムは３コースあり、参加者には全部のコースに出席することが奨励されます。
また、ＲＬＩ研修は、参加者がロータリーの理念、組織、活動等をより深く正しく理解してい
ただき、将来のロータリークラブの指導者を養成するもので、特定のロータリアンの役職にあ
る人に焦点を合わせるものではありません。
資料：RIY2012〜2013RLI20周年記念版・2009-2012RLI研修セミナーテキスト・「ロータリー・
リーダーシップ研究会に参加しよう！」南園義一著 より



2015年1月30日
国際ロータリー第2640地区
〇 クラブ会長
◎ ＲＬＩセミナー参加予定者（クラブ会長推挙またはクラブ研修委員）
〇 ＤＬ有資格者
各位 様

国際ロータリー第2640地区
ガ バ ナ ― 辻 秀和

2640RLI委員長 小野晃範

2014－2015年度 2640地区 RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）
研修セミナーのご案内

拝啓 春寒の候 クラブ会長様におかれましては ますますご清祥のこととお慶び申し上げま

す。

さて2014～2015年度の2640地区RLI研修セミナーは下記の要項にて、クラブ会長・RLI参加予定

者（クラブ会長推挙またはクラブ研修委員)を対象に開催し、その後引き続きパートⅠ・Ⅱ・

Ⅲを3月より順次開催する計画を予定しております。

今回の研修セミナーの目的は、RLI日本支部から講師をお招きし、その指導のもとでRLIについ

て改めて広く皆様に理解していただくことにあります。

同時にＤＬ（ディスカッション・リーダー）（2010~2013年）のスキルアップを併せて行う予

定です。一人でも多くの皆様のご参加をお待ち申し上げております。 敬具

【記】

日時： 2月22日(日) 午後１時から午後5時まで 30分前登録開始

場所： スターゲイトホテル関西エアポート ４階 真珠の間

参加費：無料

研修内容：「RLI概論と実技のポイント」 講師 RLI日本支部 ファカルティー

「実践指導とDLの選出」 同

対象：希望者とDL



2640地区RLIコース 開催予定日

パート Ⅰ：3月 8日(日) 9時~17時 りんくう国際物流センター

パート Ⅱ：4月12日(日) 9時~17時 りんくう国際物流センター

パート Ⅲ：5月17日(日) 9時~17時 りんくう国際物流センター

（申し込みは2月22日以降にご案内いたします）

2014-2015 RID2640 RLI研修セミナー参加申込書

日時： 2月22日(日) 登録：12:30

場所： スターゲイトホテル関西エアポート ４階 真珠の間

ＦＡＸまたはＥメールでご返信ください ―参加人数の制限はございません―

所属クラブ名 RC

氏 名 様（クラブ会長）

氏 名 様（ｸﾗﾌﾞ会長推薦者または研修委員）

氏 名 様

氏 名 様（DL有資格者）

氏 名 様

合計（ ）名

準備の都合上2月15日（日）までにご返事ください。

またお問い合わせは事務所までご連絡ください。

返信・連絡先 ガバナー事務所 E-Mail tsuji2014-d2640@ivy.ocn.ne.jp

TEL 0721－55－2640 FAX 0721－55－2641


