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２０１４－２０１５年度 第４２回目 例会

１８時３０分 ホテル第一堺

開会点鐘 会 長 中 井 崇 嗣

四つのテスト

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 『梅酒の魅力』

梅酒ソムリエ 金谷 優 様

閉会点鐘 会 長 中 井 崇 嗣

次回例会ご案内

第４３回
５月２８日（木）

クラブ協議会 ホテル第一
18：30～

第４４回
６月４日（木）

次年度のための
クラブ協議会

ホテル第一
18：30～

シドニー国際大会が
著名なマーケティング賞を受賞

昨年シドニーで開催された国際ロータリー大会
がこの度、オーストラリア、ニューサウスウェ
ールズ州の著名なマーケティング賞を受賞しま
した。これは「Meeting and Events Australia
」が主催する賞で、先ごろ開かれた「NSW 
Awards Night」で授与されました。

今回ロータリーが受賞した賞は、「
Association or Government Meeting of the 
Year」（最優秀政府関係会合賞）、「Best 
Corporate Social Responsibility」（企業の
社会的責任最優秀賞）、「Best Educational 
Component」（最優秀教育賞）です。国際大会
でのエンターテイメントの質と多様性、100以
上の国や商業ブースが並んだ友愛の家、飲食ブ
ースなどが高く評価されての受賞です。ニュー
サウスウェールズ州からこれらの賞を受賞した
ことにより、シドニー国際大会は、5月に予定
されているオーストラリア全土の審査の対象と
なりました。



LIGHT UP ROTAR ロータリーに輝きを

2015年5月14日（木）例会の記録（第856回）

「ロータリーは、例会に出席することが大切です。必ず出席するように」と、言われますが、仕事の都
合で出席できないときは、どうすればいいのでしょうか？そんなときは、メークアップをすれば解決で
す。 メークアップ“Make-up”、英和辞典を引くと、多くの意味が並んでいます。「化粧をする」「
決算、精算する」「取り戻す」など。そして、あるかたちのものをほてん補填したり、帳尻を合わせた
り、といったニュアンスの言葉です。

ロータリアンの三大義務は、「例会の出席」「会費の納入」「ロータリー雑誌の購読」です。どうし
ても仕事の都合などで例会に出席できない場合、それを補うために、他クラブの例会などに出席するの
が「メークアップ」。日本語で言えば、「出席補填」ということになります。 他クラブの例会など
？ 「など」ということは、メークアップは、ロータリークラブの例会以外でもできます。当クラブの
皆さまにとって身近なところでは提唱しているローターアクト・クラブ、インターアクト・クラブの例
会に出席すること、週末に予定されている地区行事のRLIなどたくさんございます。

どの会合でメークアップすればいいかはおわかりいただけたと思いますが、では、いつメークアップ
をすればいいのでしょうか? 先掲の標準ロータリー・クラブ定款第9条には、「（本クラブ）の例会の
定例の時の前14日または後14日以内に」とあります。従って、出席できないことがあらかじめわかって
いる場合には、前もってメークアップを済ませておく、ということもできます。

近隣のクラブが、いつ、どこで例会を開催しているかはご存じだと思います。例会の時間や場所の変更
も事前に届きます。でも、出張先などで、例会を探すのはどうしたらいいのでしょうか？『ロータリー
の友』のホームページにも「例会一覧表」はあります。ホームページならではの特徴を生かし､変更情
報により随時更新、リアルタイムな一覧表になっています。

ロータリアンなら、いつ、どこのクラブの例会に出席しても歓迎されます。もちろん、各クラブではビ
ジター（メークアップのために訪問する人のこと）を見込んで、席や食事の準備をしています。でも、
できることなら事前に電話などで、連絡してから訪問することをお勧めします。訪問先のクラブの担当
者が、準備をするときに助かりますし、初めて訪問するクラブの場合には、相手が待っていてくださる
ので、心細い思いをすることもなくなるからです。

他クラブの例会に行ったら、何をしたらいいのでしょうか？まず、受付に行きます。ビジターは受付
に行き「ビジターフィー」を支払い、名札をつくってもらいます。「ビジターフィー」は、直訳すれば
「訪問費」ということでしょうか。例会時の食事代が主なものです。ほとんどのクラブでは、一定の金
額のビジターフィーが決まっています。また、ニコニコボックスに寄付を入れるかどうかは、自由です
。もちろん金額も自由です。でも、どのくらいの金額を入れればいいのか、迷ったり、悩んだりした場
合には、受付の担当者や、案内をしてくださる会員に、そっと聞いてみてください。同じロータリアン
同士ですから、ご心配なく、親切に教えてくださることと思います。訪問先のクラブ幹事からは「訪問
ロータリアン報告用紙」（一般に「メークアップカード」と言われます）に、メークアップの旨が記入
され、用紙はその場で手渡されたり、ホームクラブに送付されたりします。

メークアップ制度ができたのは、1922年でした。日本のロータリーの創始者である米山梅吉が「ロー
タリーの例会は人生の道場」と語っていたように、例会の出席はロータリーの会員としての基本です。
でも、そんな堅苦しいことを考えずに、ぜひ、いろいろなクラブの例会に出席してみてください。所変
われば品変わるで、クラブによって、例会のやり方や雰囲気はまことにさまざまです。二つとして、同
じものがないくらいです。
実は、このことは、各クラブを公式訪問されるガバナーでさえ、驚くことが多いようです。単なる出席
補填としてではなく、ロータリーライフを広げるために、積極的にメークアップをしてみてください。
多くのロータリアンと知り合いになり、ロータリーを楽しみましょう。



本日のお客様
堺旭ヶ丘郵便局 局長 山橋 康浩様

国際ロータリー第２６４０地区
ローターアクト地区大会のご案内

日 時 ２０１５年６月１４日（日）
登録開始 １２時００分
開会点鐘 １３時００分

地区、クラブ活動報告
メインプログラム
表彰式、卒業式、役員交代式など

閉会点鐘 １７時４５分
懇 親 会 １８時００分
ＲＡ代表西尾薫他による演奏
全員参加型プロジェクト「花は咲く」の合唱
終 了 ２０時００分
場 所 〒５８６－００１６

大阪府河内長野市西代町12-46
河内長野市立文化会館ラブリーホール

参 加 費 式典3,000円、懇親会6,000円

【内容・目的】
1年間の各クラブと地区の活動報告や、卒業
式などを行い、今期の活動を振り返り、来期
の活動へ、信頼をつなげる。

次年度理事会開催します。
平成２７年５月２１日木曜日
例会終了後１９:４０～
2Ｆリセスへお集まりください。

日 時：２０１５年６月２０日
15：30～受付開始
16：00ゲームスタート

場 所：16：00より ボーリング
ラウンドワン堺駅前店
住所 堺市堺区戎島町4-44-3
TEL 072-222-0120
南海本線堺駅より徒歩すぐ、
堺市駅、堺東駅より
無料シャトルバスがあります。
堺市駅15：00発
堺東駅15：20発

18：30より 懇親会
アゴーラリージェンシー堺
住所 堺市堺区戎島町4-45-1
TEL 072-224-1121

参加費：無料
（会員、会員家族、RAC、IAC、顧問の先生）
締 切：クラブ会員、ご家族様の申し込みは
5/22までにご連絡いただけます様お願い致し
ます。

その他6月1日までにご連絡ください
連絡先：堺フェニックスロータリークラブ
住所 大阪府堺市堺区北三国ヶ丘町1-1-16
C-17
TEL：072-227-4990 FAX：072-227-4991
Mail sakai.phoenix.1997@gmail.com



堺フェニックスロータリークラブの皆様、初めまして。

私、堺旭ヶ丘郵便局に勤務しております

山橋 康浩と申します。

本日は卓話ということで、皆様の前でお話しできる

機会をいただき、また皆様にお会いできましたことを

非常に感謝致します。

それでは先ず私の自己紹介をさせていただきます。

私は平成元年２月に郵便局職員として勤務し早２７年が

経過しようとしております。入局当時は郵政省職員という肩書であり、平成１３年には郵政事

業庁、平成１５年には日本郵政公社、平成１９年１０月１日に郵政民営化により日本郵政グル

ープの郵便局株式会社の社員となりそして現在は日本郵便株式会社の職員に至っております。

現在の堺旭ヶ丘郵便局長を拝命したのが平成19年４月からで８年目になろうとしております。

今回、テーマとして「郵便局の歴史と役割」ということで、皆様ご存知の方々もたくさんい

らっしゃると思いますが、まず郵便局の歴史についてお話をさせていただきます。

明治４年（１８７１年）３月「郵政の父」と言われる前島密が国営の事業として日本で初め

て東京・大阪間で郵便事業を開始しました。１２月には九州の長崎まで郵便の届く範囲が拡が

りました。江戸時代に行われていた「飛脚便」は一部の大きな地域しか配達されていなかった

ことに対しこの制度は「新式郵便」と呼ばれていました。

新式郵便とは「郵便物をどこからでも出せるようポストを町や村に置いたこと」「郵便物を

送る料金を払ったと言う証拠に切手を用いたこと」「切手を手軽に買えるようにポストの近く

に「切手販売所」を置いたこと。「雨の日や風の日に関係なく毎日時間を決めて郵便物を集め

たり配ったりすること」「宛先に1軒1軒配達すること」その後「全国均一料金制といって、日

本中どこでも同じものを同じ料金で配達するという制度を行ったこと」などがあげられます。

郵便が行われるようになって１年後の明治５年７月には日本中の郵便が届くようになりまし

た。ただ全国に郵便を届ける仕組みを築き上げるにあたり、その資金は「収支相償」というや

りくりを用いなければ現実は困難なものでした。「収支相償」とは、都市部で出た利益を赤字

の地域に振り向けることを言います。



郵便の始まりの時、国で開いた「郵便役所（旧の普通郵便局）」は東京、京都、大阪の三か

所だけでした。ただこれだけでは全国に郵便を展開するのは不可能であり、資金のない中何と

かこの制度を実現させることが出来たのが「宿駅（しゅくえき）」と呼ばれる、交通の要所要

所に設けられた「郵便取扱所（旧の特定郵便局）」の働きが欠かせませんでした。

「郵便取扱所」は国の役所ではありますが、民間の人々の協力によって開設されました。

現在では考えられない事でしたが、国の仕事を担うことは、当時ではお金に換えられない＜

名誉＞と思われており、新しい国づくりに自らも力を尽くせることはこの上ない誇りであった

のです。

その名誉と引き換えに、各地の資産家、知名人が、名ばかりの手当で郵便局の開設と運営に

協力したのでした。その協力とは、郵便局をつくる土地と建物を無償で差し出すという大変な

負担をともなうものでした。

昭和２３年には郵便局の土地建物を無償で提供する制度は取り除かれました。しかし「儲か

る、儲からない」ではなく、地域の発展や人々の生活の便利さに役立つためにと、民間の人々

が財産をなげうって築いたのが特定郵便局だったのです。

このような歴史がある中で、私は郵便局長として大切な役割を担っていると思うようになり、

積極的に奉仕活動やボランティア活動を行うようになりました。

堺の郵便局長会の組織の中では「大和川清掃活動」「仁徳天皇陵清掃活動」等のボランティ

ア活動を行っています。職場の地域としては「地域のふとん太鼓」に息子と２人で参加させて

いただいたり、また平成２４年から近隣に堺市健康福祉プラザが開設され、３年前から毎年「

障害者フェスティバル」に参加させていただいたりしています。

地域とともに歩み、助け合うことは非常に

大切なことですし、なによりも活動を通じて

沢山の方々と出会えることが楽しいです。

今後も地域活動やボランティア活動を積極

的に行っていきたいと思います。

拙い話になりましたが、本日は本当にありが

とうございました。



出席報告

在籍者 ２８ 名 出席者 １３ 名

出席計算会員 ２２ 名 欠席者 ９ 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
4月１６日 86.36 ％

本日の出席率
5月14日 59.09 ％

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
ガバナーノミニー 福井隆一郎 様
米田パストガバナー様にご指導いただきまし
て大変ありがとうございました。

会長 中井 崇嗣 会員
本日は山橋様ようこそお越し下さいました。
お話楽しみにしております。６月２０日ボー
リング大会は皆様で盛り上がりたいと思いま
すので是非ご参加ください。

地区ローターアクト委員長 中井昭宏 会員
６月１４日にローターアクト地区大会が開催
されます。今年堺フェニックスRACをパート
ナーとしてもち、初めての堺フェニックス
RACが参加します。会員の皆様も必ず参加し
てください。

会長エレクト 仲峯 豊 会員
こんにちは、本日は堺旭ヶ丘郵便局局長の山
橋様ようこそおいで下さいました。卓話楽し
みにしております。

上好 まゆみ 会員
平成２７年５月７日家族誕生日頂きました。
ありがとうございます。

金谷 昌信 会員
山橋さん本日卓話楽しみにしています。よろ
しくお願い致します。

SAA代理 松田 香純 会員
小野RLI委員長１７日RLIパート３参加できず
すみません。浜寺公園でのローズカーニバル
参加します。本日車の洗車をした二時間後に
雨に降られました。残念。

上田 俊夫 会員 仕事の為
片岡富美子 会員 仕事の為
京谷 知明 会員 仕事の為
小山 武士 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
掛水 義久 会員

京谷 知明会員 5/7 堺清陵ロータリークラブ

猿田 慎男会員 5/10 2015-16年度
ガバナー補佐会議

中井 昭宏会員 5/9 堺フェニックスRAC例会

5/10 堺フェニックスRAC
BBQ親睦会

5/10 2015-16年度
ガバナー補佐会議

仲峯 豊 会員 5/10 堺フェニックスRAC
BBQ親睦会

仲峯 由美会員 5/10 堺フェニックスRAC
BBQ親睦会

松田 香純会員 5/9 堺フェニックスRAC例会

5/10 堺フェニックスRAC
BBQ親睦会

米田眞理子会員 5/10 堺フェニックスRAC
BBQ親睦会

5/10 2015-16年度
ガバナー補佐会議


