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２０１４－２０１５年度 第４１回目 例会

１８時３０分 ホテル第一堺

開会点鐘 会 長 中 井 崇 嗣

堺フェニックスRCの歌

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 『郵便局の歴史と
郵便局長としての役割』

堺旭ヶ丘郵便局 局長 山橋 康浩様

閉会点鐘 会 長 中 井 崇 嗣

次回例会ご案内

第４２回
５月２１日（木）

卓話『梅酒の魅力』
梅酒ｿﾑﾘｴ 金谷優様

ホテル第一
18：30～

第４３回
５月２８日（木）

クラブ
アッセンブリー

ホテル第一
18：30～

『THE ROTARIAN』誌インタビュー
ミッティー・チャン

ミッティー・チャンは、26歳にしてロータリー
の"ベテラン"ともいえる若者です。
10年前、生徒の4分の1がインターアクトクラブ
会員だったというカリフォルニア州フレモント
の高校でインターアクターとしての生活を送っ
た彼は、その後2つのローターアクトクラブを
結成。現在は起業家として、小企業や非営利団
体を顧客としたインターネットのブランディン
グ構築を手がけています。数年以内にロータリ
アンとなることを視野に、「これからもロータ
リーで頑張っていきたい」と意気込みます。
『The Rotarian』誌は、シドニーでの2014年ロ
ータリー国際大会に出席したミッティーを会場
でつかまえて、ロータリーの一員であることの
意義についてインタビューしました。
--- ロータリーで活動を続ける理由は？
--- ロータリーはビジネスネットワークを一つ
の理由として創設されましたが、それは今でも
重要だと思いますか？

等・・・ 続きはmy rotary からご覧下さい



LIGHT UP ROTAR ロータリーに輝きを

2015年5月7日（木）例会の記録（第855回）

毎月第一例会にはロータリーの特別月間につ

いてお話させて頂いていますが、5月は RI 

の特別月間のない月です。何故ないのかと調

べましたが特別な理由はないようで す。

現在の特別月間になった経緯を少しお話さ

せて頂きます。現在、特別月間のない月は7

月と5月です。10ヶ月は特別月間があります

。当初、特別週間として始まり、1978年度に

青少年活動、世界理解、ロータリー財団、雑

誌の4つ の特別週間が設けられました。1981

年度には職業奉仕が入り5つになりました。

そして、1984年度、特別週間から特別月間に

変わりました。しかし、ロータリーの特別月

間として明記されるようになったのは1986年

の手続要覧からになります。 現在の10ヶ月

の月間になった経緯は、1989 年度に会員増

強拡大、ロータリー理解推進月間が増え、

1998年度に識字率向上月間、2004年度に家族

月間、2007年度に親睦月間が増えて10ヶ月に

なり現在に至ります。

次年度からは5月は青少年奉仕月間となるそ

うです。新たな特別月間についても次年度ひ

とつひとつ学んでいきましょう。

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５月１６日（土）例会は
同日 11：30～「ランチ例会」
於：ホテルアゴーラリージェンシー堺1F

「ザ・ループ」
平成２７年５月２３日（土）例会は
同日 10：30～「ボウリング大会」
於：ラウンドワン堺駅前店

例会後 李 受津 様の歓迎会を行いたいと
思いますので、1Fカフェイルジャルディーノ
までお越しください。

ロータリーレート５月 １１８円です。

本日のお客様
米山記念奨学生
大阪芸術大学 李 受津（イ スジン）様



2015年度米山記念奨学生カウンセラー
松田 香純 会員

2015年度米山奨学生は韓国出身インチョンから
来られました、イ スジンさんです。クラブ員
の皆様、一年間宜しくお願い致します。

自己紹介はこの後、イさんよりして頂きます。
私からのお願いをこの場をお借りして申し上げ
ます。
米山記念奨学制度は日本独自のプログラムとな
っています。会員皆様は普通寄付として会費よ
り米山記念奨学へ寄付しています。また、米山
記念奨学事業へ特別寄付として別途多額の寄付
をされる会員様もいます。特に当クラブは昨年
度全国3番目に多くの寄付をしているクラブで
す。寄付をしたから・・・はい、いいでしょ。
知りません。では、いけないと思います。寄付
したからには米山記念奨学制度について理解に
努める必要はあるかと思います。
また、奨学生が勉学だけでなく、日本の何を

学び、知ろうとしているのか等知ることも大事
ですが、今回は韓国から来られていますので、
イさんを通じて韓国の異文化を知るいい機会だ
と思います。
毎月初めは例会に来て、挨拶してお金も貰っ

て帰るかわいい女子。で終わることなくイさん
も積極的に話しに行っていただきます。カウン
セラーは面倒を見るだけではなくクラブ員と円
滑に話ができるよう橋渡しをするのも役目です
。話のかけ方がわからない等悩まれるクラブ員
様どうぞ、私に申し出て下さい。又、クラブ員
みな様からもどうぞ積極的に声をかけて頂けま
すようお願いいたします。
また、最後になりますが、イさんは韓国美女で
す。セクハラととられる言動、行動だけはお控
え下しますようカウンセラーとしてよろしくお
願いいたします。

会員誕生日 米田眞理子会員
家族誕生日 上好まゆみ会員

吉住 哲洋会員
創立記念日 小野 晃範会員
入会記念日 中井 崇嗣会員

中井 昭宏会員
皆様おめでとうございます。

ようこそ堺フェニックスロータリークラブへ



①１９５１年９月１４日

貝塚市で生まれる。両親はともに

鹿児島出身、集団就職で大阪へ、

両親は相当苦労したと思います。

５歳まで貝塚で過ごす。

②５歳になり岸和田市春木に引っ越し。

幼稚園から高校卒業まで春木で過ごす。

引っ越してすぐに三種の神器

（白黒テレビ、冷蔵庫、洗濯機）を購入。

近所の人たちが家に来てテレビを見ていたのが思い出されます。ごく普通の子供、あまり喧

嘩もせず、協調性のあった子どもでした。小学校では学級委員長、生徒会では書記等をやっ

ていました。真面目で人気者だったのか？中学校では剣道、高校では卓球。

③大学に入り、大阪府高石市に引っ越し大学４年間、アルバイトで過ごす。大学の専攻は経

営学 観光学科、あまり勉強せず。４年間で無事卒業 卒業後 大手旅行会社に就職。

④卒業と同時に高石市内に引っ越し

２８年間堺営業所に勤務、２年間和歌山営業所に勤務、３０年間、営業一筋で頑張ってきま

した。大きなミス、トラブルもなく、営業成績は良い時も悪い時も。

⑤３０年間勤務の後、将来のことを考えサラリーマンでは６０歳定年であり、自分でやれば

元気であれば６０過ぎてもやっていけるだろうと思い、仲間と一緒に会社を立ち上げて現在

に至っています。現実非常に苦しい状態が続いています。

⑥１９８７年 堺青年会議所 入会

堺大魚夜市、堺シティマラソン、種子島との青少年交流に参加

⑦青年会議所卒業後、各ライオンズクラブ ロータリークラブの誘いがありましたが・・・



旅行業
旅行会社には、第１種、第２種、第３種があります。
★第１種は海外の募集旅行の企画ができる。受注型旅行 手配旅行ができる。
★第２種は国内の募集旅行の企画が出来る。受注型旅行 手配旅行ができる。
★第３種は国内、海外の募集旅行はできない。受注型旅行 手配旅行のみしかできない。
★旅行会社には必ず旅行業務取扱管理者の資格を持つものを選任しなければならない。

★旅行業務取扱管理者の職務
1 旅行者に対して取引条件を説明する。
2 旅行者に対して適切な書面を交付する。
3 適切な広告を実施する
4 旅行に関する苦情を処理する
5 料金の掲示
6 旅行に関する規格の作成
7 旅行業約款の掲示及び据え置き
8 旅程管理措置
9 契約内容に関する明確な記録または関係書類の保管

★旅行業務取扱管理者には２種類がある。
国内業務取扱管理者と総合旅行業務取扱管理者の2つがあります。国内業務取扱管理者は名前
の通り国内旅行の業務しか取扱いできない。
総合旅行業務取扱管理者は国内、海外両方の旅行業務を取り扱うことが出来る。
ともに観光長官が行う国家試験に合格した資格者でなくてはならない。

★国内旅行業務取扱管理者の試験科目
1.旅行業法及びこれに基づく命令
2.旅行業約款 運送約款及び宿泊約款
3.国内旅行実務（JR国内主要航空会社旅館などの運賃料金計算 国内観光地理）

★総合旅行業務取扱管理者の試験科目
1.旅行業法及びこれに基づく命令
2.旅行業約款 運送約款及び宿泊約款
3.国内旅行実務
4.海外旅行実務
（国際航空運賃計算、出入国管理法令、出入国に関する実務、海外観光地理、旅行外国語）

★合格率
国内旅行業務取扱管理者
平成２６年度 受験者数１４４９８人
合格者数 ４２４９ 合格率 ２９．３％

総合旅行業務取扱管理者
平成２５年度 受験者数 １０８３２人
合格者数 ２７８１ 合格率 ２５．７％



バブル景気

1986年から1991年の資産価格の上昇と好景気に旅行業界も非常に良かった時代でした。

1970年の大阪万博、

1975年の沖縄国際海洋博、

1981年の神戸ポートアイランド博、

1985年国際科学技術博覧会（筑波）

が、開催され非常に日本は景気の良い時代でした。私も昭和49年に旅行会社に就職しバブ

ルがはじけるまで良い時代を過ごしてきました。

その反面、仕事が非常に忙しく、夜も12時くらいまで仕事し、朝は6時くらいに起きて仕

事場へ、出張も多く、土曜日、日曜日はほとんど家にいなかった。子供の学校行事もほと

んど出席しなかった。家庭の事は妻に任せきりでした。話をすることもほとんどありませ

んでした。妻に対する感謝の気持ち、子供に対する思いやりがなかった。責め心ばかり働

いていました。妻、子供の不平、不満が爆発したのでしょうか？高校卒業した息子の家出

、10年間の家出、そのあと妻の家出（10か月間）があり家庭崩壊の時期がありました。

会社においても、部下に対する思いやり、態度もよくなかった時代がありました。部下

に対しても強い口調で言ったり責め心がありました。以前私は会社でも、いろんなとこか

ら、頼まれごとをよく言われました。なんで自分だけが、と不平、不満をよく言っていま

した。最近になって頼まれると言うことは、自分を試されているんだと、思うようになり

、頑張ってやろうという気持ちになりました。まず家庭において、妻に感謝、子供に対し

ての思いやり、責め心を持たない。素直な気持ちで前向きに明るく喜んで行動するように

なりました。まず家庭内を明るく、感謝しないと、

小さな組織（家庭）を良くしないと、大きな組織を

元気つけたり、勇気つけたりできないと思うように

なりました。

ロータリー活動も素直な気持ちで喜んで、

前向きに感謝の気持ちで今後やって行きたいと思います。



出席報告

在籍者 ２８ 名 出席者 １９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 １ 名
林信一会員

先々週修正出席率
4月9日 ９１．３ ％

本日の出席率
5月7日８２．６１％

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
李様ようこそ堺フェニックスへ、これから一
年間楽しく過ごしてくださいね。

直前会長 中井 昭宏 会員
李さん、ようこそ、堺フェニックスRCへ、一
年間宜しくお願い致します。本日は入会記念
日の祝いありがとうございます。

会長ノミニー 松田 香純 会員
ようこそ李受津様。一年間カウンセラーを勤
めます。会員の皆様李さんとの思い出をたく
さん作ってくださいね。

副会長 小野 晃範 会員
李受津さんようこそ堺フェニックスRCへ。日
本文化を充分に楽しく学んで下さい。村尾会
員卓話楽しみにしています。

上好 まゆみ 会員
ゴールデンウィークは福島みはらし温泉へ行
ってきました。楽しい５日間でした。

京谷 知明 会員
米山記念奨学生 李 受津さん、ようこそこれ
から一年よろしくお願いいします。
中井会長、会長年度も後２カ月となりました
ね。ラストスパートです。頑張ってください

仲峯 由美 会員
李 受津さん、ようこそ堺フェニックスRCへ
、今後ともよろしくお願い致します。例会欠
席が多く申し訳ありません。

宮前 美穂子 会員
李 受津さんようこそ当クラブにお越し下さ
いました。一年間楽しい学生生活を応援した
いと思っています。

米田 眞理子 会員
誕生日祝いを頂戴しありがとうございます。

豊澤 浩 会員
ホームクラブ連続出席900回達成できました

内藤絵梨奈会員 私用の為

猿田 慎男会員 仕事の為

難波竜太郎会員 仕事の為

掛水 義久会員 仕事の為

上田 俊夫会員 4/25 青少年交換委員会

4/26 ROTEX関西合同行事
春の遠足

仲峯 豊 会員 4/26 地区RAC三役研修会

中井 昭宏会員 4/26 地区RAC三役研修会

4/25 堺フェニックスRAC

中田 聡 会員 5/4 ワールド大阪ＲＥＣ

松田 香純会員 4/25 堺フェニックスRAC


