
第８５０回例会 通巻800号
平成２７年３月２６日 2014-2015年度週報 Ｎｏ.２５

２０１４－２０１５年度 第３５回目 例会

３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 堺おおいずみRC 西尾幸祐様

閉会点鐘 会 長 中 井 崇 嗣

次回例会ご案内

第３６回
４月２日（木）

卓話 宮前会員 ホテル第一
18：30～

第３７回
４月９日（木）

卓話 金谷会員 ホテル第一
18：30～

国際大会の魅力
ロータリー国際大会は、世界各国から集まるリー
ダーとのネットワークを広げ、地元や海外の地域
社会で活動する人びとと出会う絶好の機会です。

国際大会では、ポリオ撲滅、ソーシャルメディア
、水問題など、各分野で世界的に活躍する講演者
のスピーチを聞いたり、ワークショップや分科会
でリーダーシップのスキルを磨き、共通の関心を
持つ仲間と交流することができます。また、友愛
の家のプロジェクト展示で、奉仕活動のアイデア
を得たり、プロジェクトのパートナーを見つける
ことができるでしょう。

サンパウロは、かけがえ
のない思い出をつくるの
にも最適の場所です。グ
ルメ、ショッピング、サ
ッカーなど、ブラジル最
大都市の魅力を存分にお
楽しみください。

2015年3月31日：
割引登録料での事前登録の締切日



お客様紹介
米山記念奨学生
堺フェニックスＲＡＣ 副会長 康 恵様
国際ロータリー第２６４０地区

ローターアクト代表エレクト
堺フェニックスＲＡＣ 会長 会長エレクト

上田 大夏 様
副会長 次年度幹事 原谷 明子可 様
国外プロジェクトリーダー 次年度副会長

髙瀬 梨紗 様
国内プロジェクトリーダー 次年度会計

安阪 雄大 様

3 月 度 各 種 御 祝

お誕生日
上好まゆみ会員

家族誕生日 松本美和子会員、小山武士会員
創立記念日 宮前美穂子会員、中井崇嗣会員

林信一会員
入会記念 石田得子会員、上田俊夫会員

片木修会員、小野晃範会員
京谷知明会員、内藤絵梨奈会員
米田眞理子会員

ロータリー財団 ＰＨＦ2 豊澤 浩様

委嘱状 国際ロータリー第2640地区
ライラ委員会 委員 仲峯 豊

３月度 米山記念奨学生 奨学金授与

2015年3月12日（木）例会の記録（第848回）

LIGHT UP ROTAR ロータリーに輝きを

クラブ例会変更ご案内
平成２７年３月１９日例会は⇒３月１４日

ホテルリバティプラザ 15：00～
南大阪在宅医療看護講演会

堺フェニックスローターアクトクラブ
メールアドレス変更のお知らせ
運用開始日 ： 平成27年3月11日
変更後アドレス skaiphoenix.rac2014@gmail.com



康慶さん、まもなく米山奨学生としての１年間も終
了ですね。今日はその１年間を物語として届けたい
と思います。これからも堺フェニックス・ファミリーとし
て親善大使として活躍されることを期待します。
本日は堺フェニックスRACの皆様、例会に出席下
さりありがとうございます。



堺フェニックスRAC「本年度活動報告並びに次年度運営方針」

次年度 会長 上田大夏
□本年度「ローターアクト0年目 ～環境づくり～」

次年度「堺フェニックスRAC－始動」
2014年夏に発足以来、「動けるクラブを作る」という会長方針のもと、強固な基盤づくり

に着手。会員全員が主役という認証状伝達式での宣言通り、会員主体でクラブ運営にあたっ
ている。また、状況を的確に判断しながらリーダーシップを発揮し、大規模なプロジェクト
を推進。本年度は準備期間。次年度より堺フェニックスRACはいよいよ本格始動する。

□上田会長－次年度地区RA代表就任に際して
上田会長の次年度地区RA代表就任が決定。世界に通用する地区にする、世界をリードする地
区にする、本当の意味で動ける地区にする。これを10年がかりでやっていく。まず来年度は
、ローターアクト、インターアクト、ROTEX、米山記念奨学生、RYLA――ロータリー青少年部
門の横のつながりを作ってゆく。2640地区の歴史が変わる瞬間を皆さんとともに。

次年度 副会長 髙瀬梨紗（国際プロジェクトリーダー）
□アジア国際文化交流プロジェクト

大使館を通じてアジア圏の国と文化交流を図る。堺フェニックスRACが日本で交流会を設け、
大使の講演や留学生との交流する機会をつくる。また、「文化交流は継続が大切」であると
いう理念のもと、堺フェニックスRACとして責任をもって継続発展させてゆく。

この交流会は堺フェニックスRACがホストとなり堺フェニックスファミリー――すなわち堺
フェニックスRC、RAC、初芝立命館IAC、帝塚山泉が丘IACを招いての開催、あるいはさらに規
模を大きくして、堺フェニックスファミリー全体でホストとなり、地区内外のクラブを招い
ての開催を考えている。現在は全例会を通して準備委員会を開き、アジア圏の文化について
の勉強や連携国の選定にあたっている。

□北タイ-チェンライ交流支援プロジェクト
堺フェニックスRCが食堂新築などを通じて支援を続けてきたチェンライ地区で、親クラブの
ハード面での支援と子クラブのソフト面での交流を成し遂げたい。若さあふれるローターア
クトだからこそできることがある。

チェンライRC直前会長－原田さん、NPO法人JALET－白川さんをRAC例会にお招きして現地の
情報、ニーズを得る。現在、先方と日程を調整中。

堺フェニックスローターアクトクラブ
ロゴマーク



次年度 会計 安阪雄大（国内プロジェクトリーダー）
□ユネスコ協働プロジェクト

ユネスコと連携し、ローターアクトの長所、ユネスコの長所を相乗させたこの二者だからこ
そできることを見つける。ユネスコとの関係が深い会員が多いクラブだからこそ成し遂げる
べきプロジェクト。

帝塚山泉ヶ丘IACと併設されたユネスコ部の生徒が卒業後もローターアクトを通して、ボラ
ンティア活動や文化交流活動を続けられるよう、堺フェニックスRACがその橋渡しとなる。ま
た、現在は完全に分離してしまっている前述のIACとユネスコ部を生徒間で協力できるよう働
きかけてゆく。

次年度 幹事 原谷明子可
□外交部門

上田会長の「ロータリーの青少年部門をつなぐ」という方針を、当クラブの最重要テーマに
位置づけ、堺フェニックスRACが率先して働きかけてゆく。地区内RACとの交流はもちろん、
IACとも関係を創造、強化してゆく。また、他地区RAC、IACとの交流も重視する。

青少年部門とは決してRAC、IACだけではない。ROTEX、米山記念奨学生、RYLAを織り交ぜな
がら、点と点から線を、線と線から面を、面と面から形をつくってゆく。

これを実現するにはロータリーとの連携が不可欠であり、ガバナー、RA委員長をはじめ、
ロータリーと緊密な連携を図る。堺フェニックスRACの例会には毎回、ロータリアンがオブザ
ーバーとして参加してくださるが、これは本当に、心から嬉しく思います。まだお越しにな
ったことのない方も、お時間がございましたらぜひ例会にお越しください。

例会日時：毎月 第二/第四 土曜日 18：00～19：00
例会場所：堺フェニックスRC事務所敷地内 研修室



出席報告

在籍者 ２８ 名 出席者 １４ 名

出席計算会員 ２２ 名 欠席者 ８ 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
2月19日 90.91％

本日の出席率
3月12日 63.64 ％

欠席報告

メイクアップ報告

ニコニコメッセージ

直前会長 中井 昭宏 会員
康恵さん、お疲れ様、これからも親善大使として
頑張ってください。
堺フェニックスＲＡＣはばたけ！

パストガバナー 米田 眞理子 会員
康さんいろいろありがとうございました。また日
本へ来てください。ローターアクトの皆様今日は
卓話ありがとうございました。

ＲＬＩ委員長 小野 晃範 会員
３月８日ＲＬＩパートⅠでご苦労頂いたディスカ
ッションリーダーの皆様、お陰様で実り有る一日
を過ごすことが出来、ありがとうございました。

会長エレクト 仲峯 豊 会員
こんばんは、康さんご卒業おめでとうございます
。国に帰っても頑張ってください。堺フェニック
スＲＡＣの皆さま、ようこそお越し下さいました
。卓話報告楽しみにしています。

会長ノミニー 松田 香純 会員
康ちゃん一年間いっぱい話して過ごした時間は生
涯の宝になりました。ありがとう。堺フェニック
スＲＡＣ会長 上田様副会長、原谷様、髙瀬様、
安阪様本日の卓話楽しみにしております。

上好 まゆみ 会員
康恵様短い期間でしたが、会えてよかったです。
これからも健康に気を付けて勉強に頑張ってくだ
さい。

中野 一郎 会員
ＲＬＩパートⅠ参加の皆様ありがとうございまし
た。福井フェニックスＲＣ様のお土産頂きました
。康さん、卒業おめでとうございます。中国に帰
っても頑張ってください。ローターアクトの皆様
ようこそ堺フェニックスＲＣへ。

宮前 美穂子 会員
こんばんは、ローターアクトの皆様、ようこそお
越し下さいました。皆様の活動報告楽しみにして
います。

掛水 義久 会員
風が強いですが吹き飛ばされないよう笑顔で頑張
りましょう。

幹事 内藤絵梨奈 会員
康さん今日は最後でさみしくなりますが中国へ帰
ってからも元気で頑張ってくださいね！！

上田 俊夫 会員 3/5 大阪狭山RC

小野 晃範 会員 3/8 RLIパートⅠ

金谷 昌信 会員 3/8 土居川清掃

京谷 知明 会員 3/7 米山学友会清掃活動

3/8 米山学友会清掃活動

小山 武士 会員 3/8 RLIパートⅠ

猿田 慎男 会員 3/8 土居川清掃

内藤 絵梨奈会員 3/8 土居川清掃

中井 昭宏 会員 3/7 地区研修協議会R財団部門

3/8 RLIパートⅠ

中井 崇嗣 会員 3/7 地区会長会議

3/8 土居川清掃

3/8 RLIパートⅠ

中野 一郎 会員 3/8 RLIパートⅠ

仲峯 豊 会員 3/7 地区研修協議会会長部門

3/8 RLIパートⅠ

松田 香純 会員 3/7 地区研修協議会R財団部門

3/8 RLIパートⅠ

村尾 利一 会員 3/8 土居川清掃

米田 眞理子会員 3/7 米山学友会清掃活動

上田 俊夫 会員 仕事の為
片岡 富美子会員
小山 武士 会員 体調不良の為
猿田 慎男 会員 仕事の為
中井 崇嗣 会長 仕事の為
中田 聡 会員 仕事の為
仲峯 由美 会員 体調不良の為
難波竜太郎 会員 仕事の為



出席報告

在籍者 ２８ 名 出席者 ８ 名

出席計算会員 ２２ 名 欠席者 １５ 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 1 名

林信一会員

先々週修正出席率
2月26日 81.82％

本日の出席率
34.78 ％

欠席報告

2015年3月12日（木）例会の記録（第848回）

LIGHT UP ROTAR ロータリーに輝きを

上田 俊夫 会員 仕事の為

小野 晃範 会員

片岡 富美子会員

金谷 昌信 会員 仕事の為

京谷 知明 会員 仕事の為

猿田 慎男 会員

中井 崇嗣 会長 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

宮前 美穂子会員 仕事の為

村尾 利一 会員

米田 眞理子会員 米山終了式

難波竜太郎 会員 仕事の為

掛水 義久 会員



3月14日グランドホール岸和田において米山奨学期間

終了式と歓送会が執り行われました。

堺フェニックスRCからは公益財団法人ロータリー米山

記念奨学会理事・米田眞理子と石田得子クラブカウン

セラー代理と米山記念奨学生庚さんが出席しました。

涙 涙の終了式と歓送会でしたが華やかに、和やかに

無事終えました。庚さんは終了後母国に帰国のため

関空から旅立ちました。

指導教官からは、とても成長したとお褒めの言葉もいただきました。


