
第846回例会 通巻798号

平成27年２月２６日 2014-2015年度週報 Ｎｏ.23

２０１４－２０１５年度 第３１回目 例会

２月２６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

会長の時間 会 長 中 井 崇 嗣

幹事報告 幹 事 内 藤 絵 梨 奈

卓話 開運の鍵 青木 陽香 様

閉会点鐘 会 長 中 井 崇 嗣

次回例会ご案内

第３２回
３月１日（日）

福井フェニックスRC
合同例会

事務所前
8：30集合

第３３回
３月１２日（木）

世界ﾛｰﾀｰｱｸﾄ週間
ローターアクト卓話

ホテル第一
18：30～

30周年を迎えたポリオプラス

2015年は、世界からポリオをなくすことを
目的としたポリオプラス・プログラムをロ
ータリーが開始して30年目にあたります。
世界中のロータリー会員がポリオ撲滅活動
の30年間を振り返り、2月23日のロータリー
創立記念日から、その成果を祝うための行
事を企画しています。
ロータリーとパートナー団体が1985年以来
取り組んできたポリオ撲滅活動によって、
年間35万件あったポリオの発生数が、2014
年には400件以下に減少。今後も、撲滅が達
成されるまで、積極的な活動が継続されま
す。ロータリーがこの活動に寄付した金額
は13億ドルに上り、ボランティアによる懸
命の努力によって、世界20億人の子どもた
ちをポリオの脅威から守ってきました。さ
らに、ロータリーによるアドボカシー活動
は、各国政府からの100億ドルにもおよぶ寄
付につながりました。

（ロータリーニュースより抜粋）



LIGHT UP ROTAR ロータリーに輝きを

2015年2月19日（木）例会の記録（第845回）

RLI(Rotary Leadership Institute=ロータリー・

リーダーシップ研究会)は 1992 年に設立されRIか

ら認証された、ロータリークラブの指導者開発を

目的としたプロ グラムで、ニュージャージー州か

ら始まり、米国内各州、カナダ、インド、フラン

ス にも広がり、現在では 100 地区を越える地域

で採用されています。日本では、2008年6月、2750

地区で開催されたのをきっかけに、日本各地区で

開催、または開催が計画されています。

RLIが設立された背景は、将来のクラブ会長、クラ

ブ指導者が、ロータリーに関する充分な知識を持

ち効果的なクラブ造り、各種プログラムを推進さ

せるために充分 な指導力を発揮できる様、一般的

な会員を対象に指導者育成の機会提供を目的とし

ています。

基本的なコースはPart～PartⅢまでの3部門と「

Graduate」(卒後コース)の計 4部門に分かれてお

り、1グループ10名程度を対象とした円卓会議、対

話形式を基本とした研修を行います。研修内容に

ついては、RLIから提供されたテキストを基本とし

て、日本の国情に合った内容に一部修正を加え、

日本独特のプログラム米山奨学金プラグラムなど

を加えています。また、研修リーダーは、RLIから

派遣されたインストラクターから直接ワークショ

ップ研修を受け、認証された人たちが担当してい

ます。また、研修内容は各コース、1時間、1日で

1Part(部門)が完了できるようプログラムされてい

ます。

尚、本コースは Part I～Ⅲ 迄とし、「卒後コー

ス」はオプションプログラムとします。追加のセ

ッションは、ロータリー財団「ロータリー未来の

夢計画」、「効果的なスピーチ研究」、「RLIプ

ログラムの評価」、「参加者の今後の課題討議」

などですが、 卒後コースの内容と開催は、それ

ぞれの地区、実行委員会の判断に委ねることと致

します。

この日本版マニアルは、毎年度繰り返して行われ

るセミナーとしての継続性、更には、日本の各地

区で行われる「RLIリーダーシップ研究会セミナ

ー」のどの地区でのセミナーにも自由に参加、受

講でき、参加者はPart毎に研修を完了、「終了証

書」が獲得できるよう、研修内容を統一すること

を目的として用意されたものです。

2640地区では既に2010年（米田ｶﾞﾊﾞﾅｰ年度）に最

初のRLIが開かれ、PartI～Ⅲが実施され、2012年

（大澤ｶﾞﾊﾞﾅｰ年度）にもう一度PartI～Ⅲを実施

2013年度（北中ｶﾞﾊﾞﾅｰ年度）に卒後コースを行い

、RLIプログラムの一通りを遂行しております。

沢山の会員が参加され、この3年間に22クラブ（

地区クラブの１/3）から47名がディスカッション

リーダー（DL）が資格を取得されました。堺フェ

ニックスRCでは12名がDLのバッジを授与されてい

ます。

参加された会員が『これは本当に勉強になる』と

言っておられました。是非入会間もない方には受

講して頂きたく思います。

よろしくお願いします。



クラブ例会変更ご案内
平成２７年３月５日例会は

⇒平成２７年３月１日
国際ロータリー第2650地区
福井フェニックスロータリークラブとの
合同例会となっております。
バス出発は8：30です。１０分前までに
堺フェニックスRC事務所前に集合ください
直接お越しの会員様はご相談ください。

近隣クラブ例会変更ご案内

堺泉ヶ丘ロータリークラブ

平成２７年３月１０日の例会は

⇒同日 １６:００～

阪神高速道路モグラ工法工事現場見学会

於：阪神高速道路大和川線建設現場

平成２７年３月２４日㈫の例会は

平成２７年３月２８日

『春の宴（桜祭り）例会』

於：比楽紡績株式会社 駐車場

ロータリーレート2月 118円です。

お客様紹介

国際ロータリー第2640地区

ガバナーエレクト 豊澤 洋太朗 様

ポリオプラス小委員長 豊澤 たつみ 様

帝塚山泉ヶ丘中学高等学校ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ

顧問 岡 憲司様

会長 大藤 朋子様

幹事 西谷 真以様

三木万祐子様

三木恵里香様

第３回次年度理事会ご案内

本日例会後 次年度理事会を行います。

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。



こんばんは。帝塚山学院泉ヶ丘中高インターアクトクラブ顧問の岡です。

マレーシア海外研修に、引率教員として参加させていただきました。今回マレーシア訪問団は

、ロータリアン・インターアクター・ホストファミリーから大歓迎されました。そして、深い

交流をすることができました。この背景には、ロータリークラブ同士の長年にわたる交流と信

頼関係があることを、強く感じました。辻秀和ガバナーは、若い頃に青年海外協力隊のメンバ

ーとしてマレーシア(ケダ州)に派遣され、用水路整備事業などに協力されたと伺っています。

それ以来30年以上にわたり、ロータリークラブとして相互理解や支援のための活動を続けてこ

られたことは、とても大きなことです。今回の若者たちの交流にも確実に良い影響を与えてい

ます。

生徒の発表にもありましたように、生徒たちはマレーシア研修から様々なことを学びました

。成長のきっかけもつかみました。「もっと日本について学び、説明できるようになりたい」

「もっと深い交流ができるように、英語力をつけたい」「マレーシアの学生のように、積極性

を持ちたい」「外国から人を迎えた時に、精いっぱいのおもてなしをしたい」など今後の努力

を決意しています。マレーシアでは、イスラム教徒・仏教徒・キリスト教徒・ヒンズー教徒が

、お互いすぐ近くに寺院や教会を建て、仲良く共存しています。ペナンの世界遺産地区ジョー

ジタウンにも、「ハーモニー・ストリート」と呼ばれる多文化調和の地区があり、今回訪問し

ました。様々な宗教、様々な文化、様々な個性を理解し、尊重し合う姿勢は、見習うべきもの

です。参加した生徒たちもそれを感じ取っていますが、是非とも文化的寛容の精神を身につけ

てほしいと願っています。



最後に少し、私の個人的な話をさせていただきます。私は1983年に当時総理府が主催した「東

南アジア青年の船」という国際交流事業に参加しました。日本からも当時のアセアン5か国から

も、35人ずつの青年が参加しました。「日本丸」という客船に乗り、文化紹介・ディスカッシ

ョン・ホームステイ・観光などをしながら、約2か月一緒に過ごしますので、絆が強くなり、交

流は今も続いています。その時の友達２人がペナンに住んでおり、私たちが泊まったホテルに

訪ねてきてくれました。

今回生徒は、マレーシアに友達を作りましたが、友情を育み将来につなげていってほしいと願

っています。貴重な体験を用意してくださった、堺フェニックスロータリークラブの皆さんに

、心から感謝申し上げ、報告とさせていただきます。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 ２２ 名 欠席者 ４ 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
林 会員

先々週修正出席率
1月29日 90.48 ％

本日の出席率
2月19日 85.71 ％

欠席報告

メイクアップ報告

ニコニコメッセージ

国際ロータリー第2640地区 ガバナーエレクト
豊澤 洋太朗 様
いつもありがとうございます。次年度も引き続き
ご協力よろしくお願い致します。

会長 中井 崇嗣 会員
本日は豊澤ガバナーエレクトご夫妻をお招きして
の例会とてもうれしく思っております。帝塚山学
院泉ヶ丘中学高校IACの皆様、報告楽しみにして
おります。よろしくお願い致します。

パストガバナー 米田 眞理子 会員
豊澤ガバナーエレクトご夫妻、ＰＥＴＳ大成功お
めでとうございます。今日はメイキャップありが
とうございます。帝塚山学院泉ヶ丘中学高校イン
ターアクトクラブの岡先生を初め皆様卓話ありが
とうございます。

直前会長 中井 昭宏 会員
本日は豊澤ガバナーエレクト様、たつみ様堺フェ
ニックスＲＣ へお越し下さりありがとうござい
ます。ますますのご活躍を期待しています。

会長エレクト 仲峯 豊 会員
こんばんは、豊澤ガバナーエレクト、奥様ようこ
そお越し下さいましてありがとうございます。ま
た帝塚山学院泉ヶ丘中学高校ＩＡＣの皆様卓話楽
しみにしています。よろしくお願い致します。

会長ノミニー 松田 香純 会員
ガバナーエレクト豊澤洋太朗様、豊澤たつみ様帝
塚山学院泉ヶ丘中学高校ＩＡＣの皆様、本日はよ
うこそ堺フェニックスＲＣへ。又、ＩＡＣのみな
さん海外研修報告ありがとうございます。

上好 まゆみ 会員
今週からクマトリ薬局で勤めることになりました
。頑張って働きます。

猿田 慎男 会員
会員増強退会防止担当になりましたのでよろしく

村尾 利一 会員
豊澤様ご夫妻本日は当クラブにお越し下さいまし
てありがとうございます。帝塚山学院泉ヶ丘中学
高校ＩＡＣの皆様もありがとうございます。

豊澤 浩 会員
健康に感謝、ホームクラブ例会19年890回連続出
席達成できました。

中野 一郎 会員 仕事の為

中田 聡 会員 仕事の為

京谷 知明 会員 仕事の為

難波 竜太郎会員 仕事の為

内藤絵梨奈会員 2/14 財団セミナー

中井 昭宏会員 2/14 財団セミナー

中野 一郎会員 2/13 PETS

2/14 PETS

仲峯 豊 会員 2/13 PETS

2/14 PETS

松田 香純会員 2/14 財団セミナー

豊澤 浩 会員 2/14 財団セミナー

幹事 内藤 絵梨奈 会員
豊澤様本日は堺フェニックスへお越し頂きまして
ありがとうございます。帝塚山学院泉ヶ丘中学高
校ＩＡＣの皆様も来て頂き、本日は卓話を大変楽
しみに致しております。

ＳＡＡ 上田 俊夫 会員
豊澤ガバナーエレクト様これからいろいろ忙しく
なると思いますが、頑張ってください。


