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２０１４－２０１５年度 第３６回目 例会

４月２日 １８時３０分 ホテル第一堺

開会点鐘 会 長 中 井 崇 嗣

国歌斉唱 君が代

ロータリーソング 奉仕の理想

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 宮前美穂子会員

閉会点鐘 会 長 中 井 崇 嗣

次回例会ご案内

第３７回
４月９日（木）

卓話 南先生
堺かるたについて

ホテル第一
18：30～

第３８回
４月１６日（木）

大阪府放射線技師会
会長 牧島展海先生

ホテル第一
18：30～

この度、青少年プログラムの新
しいビジュアルアイデンティテ
ィが公開されました。
ここにご案内いたします。新しいデザイン
は、インターアクト、ローターアクト、
RYLA、青少年交換とロータリーとのつなが
りを分かりやすく表現し、ロータリーの大
切な一部である青少年プログラムに参加す
る皆さんとの関係を大切にしたいというロ
ータリーの思いが込められています。



LIGHT UP ROTAR ロータリーに輝きを

2015年3月26日（木）例会の記録（第850回）

18周年を記念する今日の例会に、たくさんの
お客様をお迎えし、また卓話には堺おおいず
みRCの西尾様をお迎えし素晴らしいヴァイオ
リンの演奏も披露して頂けることをとても嬉
しく思います。今日は皆さまよろしくお願い
致します。

さて、18周年と言うことで本日の会長の時間
は堺フェニックスRCの創立について少しお話
させて頂きます。

堺フェニックスRCは1997年3月27日にリーガ
ロイヤルホテル堺（当時）にて創立総会が開
かれました。チャーターメンバーは35名でし
た。翌月4月2日に堺RCをスポンサークラブと
してRI加盟認証を受けました。創立時のガバ
ナーは富田林RCの中村幸吉様でした。1999年
4月17日には福井フェニックスRCと友好クラ
ブ締結、2002年11月8日にはタイ・ルンピニ
RCと姉妹クラブを締結致しました。
2010年-2011年度には米田眞理子ガバナーを
輩出致しました。当時日本で2人目の女性ガ
バナーでした。

2011年5月15日初芝立命館中学高等学校の高
等部にIACを設立、本年度には帝塚山泉ヶ丘
中学高等学校IACのホストクラブとなり、堺
フェニックスRACも設立させて頂きました。

クラブバナーは不死鳥の絵があしらわれてい
ます。最後にバナーの紹介文を引用しまして
本日の会長の時間とさせて頂きます。

『中世に自治都市として知られた堺は、進取
の気風で時代を拓き、以来産業文化都市とし
て発達してまいりましたが、その歴史の経過
にあっては幾度も戦乱や戦火で大打撃を受け
ました。しかしその都度不死鳥のように再生
復活して今日の繁栄を築いてきました。

近隣クラブ例会変更ご案内

堺南ロータリークラブ
平成２７年３月３０日（月） → 休会
定款第６条第一節に基づき

堺東南ロータリークラブ
平成２７年４月３０日例会は
定款第６条第一節（C）の規定により休会

堺東ロータリークラブ
平成２７年３月３１日例会は
定款第６条第一節（C）の規定により休会
ＨＰ ＵＲＬ変更しました。
新URL http://s-erc.com/

堺おおいずみロータリークラブ
平成２７年４月１５日（水）の例会は
平成２７年４月１４日（火）
堺東RCと合同例会
場所 堺商工会議所 ２Ｆ 12：30～

４月度理事会ご案内
２０１４-１５年度第１０回理事会
４月２日木曜日 ホテル第一堺2Fリセスにて
理事役員の皆様はお集まりください。

ロータリーレート４月 １１８円です。

堺フェニックスロータリークラブのバナーは
、この伝統と創造の街堺に「フェニックス通
り」に茂る火の鳥の樹の様にしっかりと根を
おろし、21世紀にロータリーの理想を実践す
るために、フェニックスが持つ卓越した英知
の眼でチャレンジして行く願いが籠められて
います。』



卓話にお招きいただき有難うございました。

バイオリンは17世紀から18世紀にかけてイタリアのクレモナで現在の形になりました。特にニ

コロ・アマティ、アントニオ・ストラディバリ、ジュゼッペ・ガルネリ（デルジェス）の3人の

制作したバイオリンは、三大名器といわれ非常に高額な価格で取引されています。

演奏曲目は下記の通りです。

－－－－－－

1:ファンタジー No.7より

バロック後期のドイツの作曲家テレマンの作品

2:ジェラシー

コンチネンタル(ヨーロッパ)タンゴの有名曲

3:Por Una Cabeza (首の差で)

アルゼンチンで最も有名なガルデルの作品

4:リベルタンゴ (チェロ名曲)

タンゴの革命児とも破壊者ともいわれた

ピアソラの代表曲

5:ミスティ

スタンダードジャズの有名なバラード

6:花は咲く

東日本大震災復興支援曲



ニコニコメッセージ

堺おおいずみRC 西尾幸祐様
本日は卓話にお招きいただきありがとうございま
す。

堺フラワーロータリークラブ
大阪千代田ロータリークラブ
ＫＵＭＡＴＯＲＩ向日葵ロータリークラブ
１８周年記念例会おめでとうございます。私共３
クラブは貴クラブを目標に奉仕活動、ＲＣ活動を
行っていきますので、今後も御指導の程よろしく
お願い致します。

会長 中井 崇嗣 会員
西尾様、本日はヴァイオリン楽しみにしておりま
す。１８周年記念例会に素敵なお客様をお招きで
きうれしく思います。
堀本様、但見様、飯岡様、中森様、佐原様本日は
お越し頂きありがとうございます。お楽しみくだ
さい。

パストガバナー 米田 眞理子 会員
創立１８数年記念日おめでとうございます。メイ
キャップに来てくださった皆様ありがとうござい
ます。

ＲＬＩ委員長 小野 晃範 会員
本日は西尾様ようこそ。素晴らしい演奏楽しみに
しています。４月１２日ＲＬＩパートⅡには一人
でも多くの皆様の参加をお待ちしております。

お客様紹介
国際ロータリー第２６４０地区
堺おおいずみＲＣ 西尾幸祐様
堺フラワーＲＣ ガバナー補佐 堀本欣吾様
堺フラワーＲＣ 直前会長 但見 淳様
KUMATORI向日葵ＲＣ 会長 飯岡典子様
KUMATORI向日葵ＲＣ 会計 佐原 光様
大阪千代田ＲＣ 会長エレクト 中森秀治様

横１８頁に地区ローターアクトの記事が載っ
ています。RLI（ロータリー・リーダーシッ
プ研究会）についてです。時間の都合で内容
は省きますが、本日の委員会報告にもありま
すように、国際ロータリー第2640地区でも
RLIが開催されています。可能な限り参加し
てロータリーについて話し合いましょう。

次に横６頁にロータリーの誕生と成長、日
本のロータリーについて、ロータリーの目的
（第1から第4まで）と、四つのテスト（1か
ら4まで）が記載されています。ロータリー
の基本・原点ですのでよく理解して奉仕活動
を行いましょう。（時間の都合で縦のページ
は省略させていただきました。）

モンゴル
水のプロジェクト
感謝状が
届きました。

回覧お願い致しま
す。



出席報告

在籍者 ２８ 名 出席者 １６ 名

出席計算会員 ２２ 名 欠席者 ６ 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
3月1日 81.82 ％

本日の出席率
3月26日 72.32 ％

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
本日はたくさんの皆様にお越し頂きありがとう
ございます。西尾様夢の時間をありがとうござ
います。２６５０地区会員増強、拡大委委員岡
嵜様が堺フェニックスを元気で活発なクラブと
して紹介して下さっています。

会長エレクト 仲峯 豊 会員
皆様こんばんは、本日西尾様ヴァイオリン楽し
みにしています。又、堀本ガバナー特別代表は
じめ、飯岡ガバナー補佐、堺フラワーＲＣ、大
阪千代田ＲＣ、ＫＵＭＡＴＯＲＩ向日葵ＲＣの
皆様ようこそお越しくださいました。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
１８周年記念例会おめでとうございます。西尾
様素晴らしい演奏ありがとうございます。

上好 まゆみ 会員
誕生日のお祝いいただいてありがとうございま
す。

片岡 富美子 会員
仕事の為おやすみ頂きまして申し訳なく思って
おります。

猿田 慎男 会員
初孫が出来ました。

村尾 利一 会員
本日は沢山のご来賓の皆様方フェニックスロー
タリーへお越し頂きありがとうございます。西
尾様卓話楽しみにしています。

掛水 義久 会員
もうすぐ桜が開花します。みなさんお花見楽し
みましょう。

幹事 内藤絵梨奈 会員
本日は堺フェニックスＲＣ１８周年記念、更な
る飛躍の年になっていきます様お祈りいたしま
す。西尾様の卓話の時間楽しみにしています。

ＳＡＡ 上田 俊夫 会員
西尾様本日卓話楽しみにしています。

小山 武士 会員 仕事の為

京谷 知明 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

石田 得子会員 3/14 米山奨学生奨学期間終了式

上田 俊夫会員 3/22 ROTEX 体験学習

青少年交換委員

中井 崇嗣会長 3/17 互輪会ゴルフ大会

中田 聡 会員 3/17 東京米山REC

3/17 ワールド大阪REC

仲峯 豊 会員 3/21 地区研修・協議会 研修部門

3/21 地区研修・協議会 広報部門

仲峯 由美会員 3/23 東京米山REC

松田 香純会員 3/21 地区研修・協議会 研修部門

宮前美穂子会員 3/15 地区研修・協議会 幹事部門

米田眞理子会員 3/14 米山奨学生奨学期間終了式

豊澤 浩 会員 3/15 地区研修・協議会 米山部門

3/15 地区研修・協議会 幹事部門

3/21 地区研修・協議会 研修部門

3/21 地区研修・協議会 広報部門



去る３月８日 ＲＬＩ パートⅠは３８名の参加者をえまして中身の濃い実りある一日を終え
ることができました。
当クラブからは、２月２２日の研修セミナーに村尾会員が、３月８のパートⅠには小山会員が
ディスカッションリーダーを、身をもってトライアルされ貴重な体験をされました。有難うご
ざいました。

参加者多数の方々より、
「ロータリーについて、面白く、楽しく学ぶことができた！」
「こんなに素晴らしいプログラムが有るとは知らなかった、もっと多くの方にも体験してほし
い！」というお言葉を頂いています。

－ＲＬＩ（ロータリー・リーダーシップ・プラン）とは－
数人ごとにグループが分かれ資格のある者がディスカッションリーダーを務めます。
最も大切なことはセッションでの主役は常に受講者であることです。
安易な質問から始まり徐々に受講者の自由な発言と発想によってスカッションが展開される中
でテーマの問題点が浮き彫りにされ、ロータリーにとって必要なことが理解されてゆきます。
パートⅠ・Ⅱ・Ⅲで１８のテーマをディスカッション形式で体験することによってロータリー
のほぼ全てをシュミレーションすることになり、クラブの長期にわたる活性を維持するために
不可欠な優れた後継者が育成されてゆきます。
またＲＬＩは皆さんをロータリーライフが楽しめるようにするとともに創造的な心を養うため
のユニークなプログラムであり、またロータリーとは何か？という問いに答えてくれる貴重な
プログラムです。

◎これまでに行われた ＲＬＩコースで出席できなかったパートを他の年度に、あるいは他
の地区において自由に補講することができます。
そしてⅠ、Ⅱ、Ⅲの３コースを完了すればＲＬＩ日本支部から修了証書とディスカッションリ
ーダーのバッチが授与されます。

是非４月１２日のパートⅡには、当クラブからたくさんのご参加をお願いいたします。

―記―

○2640地区ＲＬＩコース開催日程
パートⅡ 2015年 4月 12日 （日）
パートⅢ 2015年 5月 17日 （日）

○受付登録 9：30¬～
会 議 10：00¬～17：00
会 場 りんくう国際物流センター
登 録 料 2,000円 当日徴収（昼食付き）
テキスト 1,000円 当日販売
持 ち 物 手続要覧 テキスト


