
第８６０回例会 通巻810号

平成２７年６月１１日 2014-2015年度週報 Ｎｏ.３５

２０１４－２０１５年度 第４５回目 例会

１８時３０分 レディデンツ米田会議室

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 「剣道を通じて現代社会に生きる」

猿田 慎男 会員

閉会点鐘 会 長 中 井 崇 嗣

次回例会ご案内

第46回
６月２０日（土）

今年度最終例会
ボーリング大会

16：00スタート
ラウンドワン
堺駅前店

６月２５日 休 会

サンパウロ国際大会が閉幕
２０１５年６月９日

K.R. ラビンドランRI会長エレクトが、7月1日
に新たに導入される会員特典プログラム「ロー
タリー グローバル リワード」に関する発表を
行いました。このプログラムは、会員の満足度
を高めて会員増強につなげることを目的として
います。 「世界へのプレゼントになろう」と
いう2015-16年度のテーマを掲げたラビンドラ
ン氏、「ロータリーネットワークに参加し、ロ
ータリアンとして活動することの恩恵を得る新
たな方法となる」と、この特典プログラムへの
期待を語りました。

ゲイリー C.K. ホァンRI会長とラビンドラン会
長エレクトは、ステージで通例のクラブバナー
交換を行い、非公式なかたちで会長職の引継ぎ
を行いました（新たな会長任期は7月1日に開始
）。
4日間にわたってサンパウロで開催された国際
大会には、150を超える国や地域から14,500人
が出席し、ホァン会長は、これらの出席者を前
に感謝の気持ちを述べました。（一部抜粋）



LIGHT UP ROTAR ロータリーに輝きを

2015年6月4日（木）例会の記録（第859回）

今まで今年度もあと何回と言うことを一度も

言いませんでしたが、本日理事会が行われ、

あとひと月で今年度が終わる事を実感いたし

ました。

理事会ではある会員からクラブの運営につい

て良いアドバイスを頂きました。先日クラブ

協議会もございましたが、いろいろな奉仕を

する反面委員会として集まって活動できたか

というと、なかなか出来ていなかったかと思

います。会員同士でコミュニケーションを図

ることでクラブがより活性化することはいつ

からでも始めればよいことだと思います。是

非皆様も今年度残すところ少なくなりました

が、最終のボーリング大会などでしっかりと

コミュニケーションをとって頂き、次年度、

仲峯会長年度に素晴らしいスタートが切れる

ようにして頂きたく思います。

2014～2015年度RLI研究会にて、ディスカッ
ション・リーダー・バッジの受領会員および
コース受講修了証授与会員を発表いたします
。
（ご報告漏れがありましたことをお詫びし、
以下に訂正いたします）

ＤＬバッチ受領者(2名)： 仲峯 由美 会員
小山 武士 会員

お二方、おめでとうございました、今後のご
活躍を期待いたします。

修了証授与者（4名） 豊澤 浩 会員
村尾 利一 会員
上好まゆみ 会員
宮前美穂子 会員

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

会員誕生日 小野晃範会員、仲峯 豊会員
家族誕生日 掛水義久会員、仲峯由美会員
創立記念日 中井昭宏会員

中田 聡会員、山田真樹会員
入会記念日 仲峯 豊会員、仲峯由美会員

金谷昌信会員、上好まゆみ会員



李 受津様、６月度 奨学金授与
本日は入り口で会員皆様にご挨拶されていま
した。来月もお待ちしております。

クラブ例会変更
平成２７年６月１８日（木）

→２０日（土）
本年度最終例会 ボーリング大会
場所 ラウンドワン堺駅前店 16：00～

平成２７年６月２５日（木）
定款第６条第一節により休会

堺中ＲＣ例会場所変更のお知らせ
当クラブは７月１日より下記の通り例会場
を変更することになりました。
尚 例会日(水曜日)・例会時間 (PM6：30～
) に変更は御座いません。

旧例会場「サンパレス」より
新例会場『ダイワロイネットホテル堺東』
〒590-0079 堺市堺区新町5-13 (南海高野
線 堺東駅より５分)℡072-224-9055

近隣クラブ例会変更ご案内

堺中ロータリークラブ
・平成２７年６月１７日(水)の例会は

同日 例会場 『イカリ寿司』

・平成２７年６月２４日(水)の例会は
定款第６条による休会

・平成２７年７月１日(水)の例会は
同日 例会場 『秀月』

・平成２７年７月８日(水)の例会は
同日 前会長幹事慰労会 木曽福島

堺フラワーロータリークラブ
・平成27年6月27日（土）の例会は

6月26日（金）19：00～「年度末慰労会」
於：ニューミュンヘン南大使館
（ビアレストラン）

堺おおいずみロータリークラブ
・平成２７年６月２４日水曜日例会は
定款第６条第一節により休会

・平成２７年７月１日（水）の例会は
平成２７年７月４日（土）初例会

場所：ホテル・アゴーラリージェンシー堺
３Ｆ ガーデンコート
受付：17：30例会
親睦会：18：00～20：30

に変更になりますので宜しくお願いします

国際ロータリー第２６５０地区
福井フェニックスＲＣより ご案内
4月から福井フェニックスロータリークラブ
のホームページに毎月の週報を掲載すること
になりました。



「モンゴル国における感染症予防プロジェク
ト」寄贈式完了のご報告とお礼

成田空港南ロータリークラブ 冨 一美様

予てよりグローバル補助金のモデル事業とし
て予定をしておりました「モンゴル国に
おける感染症予防プロジェクト」は、５月１
２日～１９日の間で完成・研修・引き渡し
に至るまで、すべて完了いたしました。
これもひとえに皆々様のご支援・ご協力あっ
てのことと心より感謝しております

又、この度のモンゴルでの寄贈式にあたり、
ガバナー補佐の堀本欣吾様と飯岡典子様の
お二人には貴地区を代表してご出席いただき
、特に堀本欣吾様にはガバナー特別代表の
任を遺憾なく発揮していただきありがとうご
ざいました。

併せて、計画当初から一方ならぬご尽力をい
ただきました堺フラワーＲＣ会長の
久保木紀雄様と中出博啓様には心から敬意を
表します。
ここまで出来ましたのも、お二人のご助力が
あったからこそと存じ、深く感謝いたして
おります。ありがとうございました。

結びになりますが、今後ともご指導ご鞭撻の
程お願い申し上げまして、ご報告並びにお礼
とさせていただきます。

寄贈装置全体とタンクの中に紫外線殺菌装置
が組み込まれています
（外側からは見えません）

RID2640地区から代表でご出席頂きました。

RI会長 ゲイリーCKフォン と記念撮影



クラブ管理運営委員会
委員長 仲峯 由美

活動方針
ロータリークラブの基本に戻ろう！

私達の原点は「堺フェニックスロータリーの
歌」の中に！全会員が互いに尊敬と誠意を持
ち、風通しの良い活発なクラブを目指す。

活動目標
①例会
例会での大きな挨拶・返事や握手を積極的に
行う。
・ＳＡＡと協力して例会プログラムの充実を
図る。
・例会の出欠の連絡をクラブ会員として責任
を持って行う。
・皆出席を目標にメーキャップの利用
（各Ｅクラブの利用、外出先の例会出席・地
区の各種行事等）
・記念日となる会員に積極的に声懸けをする
（各種心に残る記念品を提案）
・例会での吉日や記念日の方、欠席・遅刻・
早退・バッジ忘れは必ずニコニコ箱へ。
②親睦
・新入会員（入会３年未満）に対してのフォ
ローを徹底して行く。
（新入会員にカウンセラー制度を設ける）
（新入会員は例会毎に「ロータリーの目標」
を読み上げる）
・お客様（外部・メークアップ）に対して誠
意をもって対応しよう。
（会員全員が積極的に声懸けや名刺交換をし
ていく）
・親睦旅行等は出来るだけ早く計画を決め、
早い時期に会員・家族に連絡する。
・移動例会については徹底した連絡、確認を
する。
・例会の席の配置を工夫して行く。
・常に「堺フェニックスＲＣの歌」を覚え口
ずさもう。
③2016-2017年度創立２０周年の準備委員会
を発足する。

活動計画

計画予算案
会合費 3,500,000円
管理運営事業費 2,000,000円

≪ロータリー特別月間≫
７月 （特別月間の指定はありません。）
８月 会員増強･拡大月間
９月 基本的教育と識字率向上月間
10月 経済と地域社会の発展月間/米山月間
11月 ロータリー財団月間
12月 疾病予防と治療月間
１月 職業奉仕月間
２月 平和と紛争予防/紛争解決月間
３月 水と衛生月間
４月 母子の健康月間
５月 青少年奉仕月間
６月 ロータリー親睦活動月間

≪堺フェニックスロータリーの歌≫
風(かぜ)がささやき 空(そら)が輝き(かがや)
緑(みどり)がほほえむ 歌(うた)が聞こえる(き)
平和(へいわ)な世界(せかい)に なるように
人(ひと)は集い(つど) 語りあう(かた)もの
人(ひと)は出会い(であ) 信じあう(しん)もの
こころのとびらを 開(ひら)いてみよう
堺(さかい)フェニックスロータリークラブ
愛(あい)と平和(へいわ)を 求める(もと)仲間(
なかま)
届(とど)けよ ラブリーソング
届(とど)けよ ラブリーソング
堺(さかい)フェニックスロータリークラブ

７月 親睦例会の実施
８月 クラブアッセンブリー・クラブ

フォーラムの実施
９月 豊澤ガバナー公式訪問（9/17）

１０月 家族例会の実施
１１月 秋の親睦旅行の実施
１２月 クリスマス例会の実施

１月 堺11ＲＣ新春合同例会
２月 堺地域講演会
３月 クラブ創立19周年記念総会
４月 地区大会 ｽﾀｰｹﾞｰﾄﾎﾃﾙ関西ｴｱﾎﾟｰﾄ

（予定4月1日～2日）
５月 国際大会 韓国ソウル

（5月28日～6月1日）
６月 フェニックス感謝祭



親睦（友好ｸﾗﾌﾞ）委員会
委員長 掛水 義久

活動方針 会員・近隣クラブとの
友好を深め、ロータリー活動の充実を図る。

目標
1）新入会員（入会３年未満）に対してのフ
ォローを徹底して行く。（新入会員にカウン
セラー制度を設ける）（新入会員は例会毎に
「ロータリーの目標」を朗読する）
2）外部卓話者・お客様に対して誠意をもっ
て対応しよう。（会員全員が積極的に声懸け
や名刺交換をしていく）
3）親睦旅行等は出来るだけ早く計画を決め
、早い時期に会員・家族に連絡する。
4）移動例会については徹底した連絡、確認
をする。
5）記念日となる会員に、心に残る記念品を
提案する。
6）例会の席の配置を工夫して行く。
7）常に「堺フェニックスＲＣの歌」を覚え
口ずさもう。

予算
親睦費用は管理運営委員会と調整する。

実施計画
７月 暑気払い親睦例会の開催
８月 会員増強拡大月間のための外部卓話
９月 豊澤ガバナー公式訪問。
１０月秋の家族会の実施。
１１月秋の親睦例会の実施
１２月クリスマス家族例会の実施
１月 職業奉仕月間のための外部卓話
２月 税務署所長を招いて税務講習。

第４回堺かるた大会の実施（移動例会）
３月 クラブ創立19周年総会の実施。
４月 福井フェニックスRCとの合同例会。

地区大会
５月 国際大会（韓国ソウル）の参加と

海外ロータリアンとの交流を図る。
６月 フェニックス感謝祭の開催。

米山梅吉記念館の訪問（移動例会）

クラブ会報委員会
委員長 中野 一郎

活動方針
・当クラブの会報はここ数年来非常に充実した内
容となっておりそれを継承

すべく努力をいたします。会員皆様の活動が伝
わるように各委員会の行事予定

や活動報告には特に注意し記載洩れの無いよう
にしたい。

目 標
・誤字、脱字、には特に注意する。
・例会日の前日にはメール配信できるようにする

予 算

実地計画
７月 クラブ管理運営委員会及び事務局との調整
会議
１２月 上半期の反省及び下半期への改善に向け
て意見を募りたい。

概要 予算額

クラブの実情にあ

わせます。

前年度と同額程度



ＳＡＡ 村尾 利一

活動方針
ロータリークラブ活動の原点である例会を、和

やかで楽しい雰囲気のなかにも規律正しくメリハ
リの利いたものにする。
例会中は、大きくはっきりとした返事・挨拶・受
け答えをして行こう。

目標
１）会長・幹事・クラブ管理運営と連携を取り例
会の充実を図る。
２）関係部署と連絡を密にし、タイムリーなプロ
グラムを組み、充実した例会つくりを目指す。
３）全会員が年間1回以上の卓話を行う。外部卓
話の充実
４）特に新入会員（3年未満）は例会の最初に全
員「ロータリーの目的」を朗読して行く
５）会員全員100％出席を目指す。（メーキャッ
プ含む）
６）食費の無駄を省くため、例会の無断欠席をな
くす。
７）にこにこ箱への協力要請。
（特に欠席・遅刻・早退・バッジ忘れはにこにこ
箱へお願いする。）
８）例会中の私語は慎んでいただく。（特に会長
の時間・卓話の時間の私語は一切厳禁）
９）例会中のIT機器の無駄な使用は自粛する。但
し卓話、フォーラムなどに使用するのはIT化の薦
めの時節がら、可とする。
１０）外部卓話者・お客様に対して敬意と誠意を
持ってお迎えする。

予算 卓話依頼 10万円

実施計画
７月 上半期プログラムの構築、

暑気払い例会の開催
８月 会員増強拡大月間のための卓話、

フォーラムなどを開催
９月 豊澤ガバナー公式訪問。

初芝立命館高等学校IACとの交流例会
10月 秋の家族会の実施。

米山月間に関するPR
11月 ロータリー財団理解に関するプログ

ラムの実施。
秋の親睦例会の実施

12月 クリスマス家族例会の実施

会員増強・退会防止委員会
委員長 金谷 昌信

活動方針
会員増強によって人は集まり、ロータリークラブ
は全ての奉仕活動がなされ、ロータリー財団に強
く寄与出来うる骨格になるものです。
会員は常に会員増強を意識し「ターゲット層」を
見出していかなければなりません。

活動目標
１）会員目標３５名 純増３名
２）会員ひとりひとりが「ターゲット層」を見出
し入会へと導いていく。
３）３５歳未満の会員の会費及び入会金の減額を
していく。
４）親睦委員会と連携を取り、未入会の人達も参
加できるような親睦例会を企画して行く。
５）新入会員の徹底したフォローして行く為、カ
ウンセラー制度を設けていく。
６）多くの新入会員を推薦した会員に対し、ＲＩ
，地区に表彰していただく。
７）地区会員増強ｾﾐﾅｰに積極的に参加して行く。
８）青少年プログラムや米山記念奨学生出身のメ
ンバーを積極的に推薦して行く。
（ローターアクター・ライラリアン・ROTEX 等）

活動計画
８月 会員増強月間にクラブ会員増強セミナーを
開催し、多くの未入会員に参加していただけるよ
うな企画をする。

１１月 秋の親睦例会の開催をする。
１２月 クリスマス例会の開催をする。

４月 春の親睦例会の開催をする。
６月 親睦旅行等の企画をする。

１月 職業奉仕月間の為、外部卓話の推進
クラブフォーラムの実施

２月 税務署所長を招いて税務講習
３月 クラブ創立19周年総会の実施。

春の交通安全週間に協力。
４月 ロータリーの広報に関する卓話、

福井フェニックスRCとの合同例会
地区大会。

５月 国際大会（韓国ソウル）参加に向けて
のインフォーメーション

６月 今年度委員会の目標達成率の評価



選考・職業分類委員会
委員長 小野 晃範

活動方針
職業分類表に沿って、奉仕活動の原動力とな
るべき多様な会員基盤をもち、クラブの活性
に寄与する意欲的な新入会員の獲得を通じて
クラブの発展に貢献していく。

目 標
１．地域社会を多様に反映させるべく調査等
を通じて新しい職業分類に目を向ける努力を
する。
１．職業分類表の充填、未充填の現状を会員
に認識して頂き、会員増強の指針となるもの
を示す。
１．新会員推薦の受け入れについては、クラ
ブ会員としての適合性と併せて検討し速やか
に報告する。
１．退会の気配を事前に察知することを心掛
け、会長幹事とともに個別面談などを行いこ
れを未然に防止する。

クラブ広報 IT委員会
委員長 上好 まゆみ

活動方針
私達ロータリアンはひとりひとりが広報マン
との自覚を持って、会員自らロータリーとロ
ータリークラブをよく理解し、ロータリー活
動を広く地域内外にまた世界に知っていただ
こう。

目標及び実施計画
1）会員増強委員会と連携を取り、新入会員
獲得の為クラブ広報サッシを充実する。
2）クラブホームページを作新し、クラブ奉
仕活動を広く知っていただく。
3）週報を作新し、クラブ内外の広報活動に
使って行く。
4）Face book、ライン等いろんな媒体を使っ
て広報活動に役立てる。
5）会員は誇りを持って、どこに行くにもロ
ータリーバッジを身に付けていく。
6）地区と連携をとり、地区広報活動に積極
的に参加する。
7）クラブ戦略計画と協力し、長期広報計画
を考える。

戦略計画委員会
委員長 中井 崇嗣

活動方針
今後3年～5年間の戦略計画を考え、更に強く活気

あるクラブであり続ける為に、下記のＲＩの3つの
目標と16の優先項目を目標として進んで行く。

実施目標
①クラブのサポートと強化
・クラブの刷新制と柔軟性を育てる
・さまざまな奉仕活動への参加を奨励する
・会員基盤の多様性を奨励する
・会員の勧誘と維持を改善する
・リーダーを育成する
・ダイナミックな新クラブを結成する
・クラブと地区における戦略計画の立案を奨励する
②人道的奉仕の重点化と増加
・ポリオを撲滅する
・青少年や若きリーダーの支援、およびロータリー
の6つの重点分野と関連したプログラムや活動にお
いて持続可能性を高める
・他団体との協力やつながりを深める
・地元と海外の地域社会で多大な成果をもたらすプ
ロジェクトを生み出す
③公共イメージと認知度の向上
・イメージとブランド認知を調和させる
・行動を主体とした奉仕を推進する
・中核的価値観を推進する
・職業奉仕を強調する
・ネットワークづくりの機会、ならびにクラブ独自
の活動について広報するようクラブに奨励する
ロータリアンたる基本的共通の使命
ロータリーの使命は、職業人と地域社会のリーダー
のネットワークを通じて、人びとに奉仕し、高潔さ
を奨励し、世界理解、親善、平和を推進することで
す。

中核的価値観
私たちの価値観は、組織の考え方と方向性を定める
原動力であり、戦略計画においても重視される要素
です。
1、親睦と国際理解
生涯にわたる友情をはぐくみます。
２、倫理と高潔性 約束を守りぬきます。
３、多様性 さまざまな考え方をつなぎます。
４、職業の知識とスキル、奉仕、リーダーシップ
リーダーシップと職業のスキルを生かし、地域社会
の問題に取り組みます。



奉仕プロジェクト委員会
委員長 中井 昭宏

活動方針
仲峯会長の方針、私達クラブ会員は地域へ

のプレゼンター！（We are the Presenter 
for region）となる奉仕活動の実施をおこな
えるように努めていく。特に今年度はRI会長
および豊澤ガバナー、仲峯会長から青少年奉
仕に会員が必ず参加すること

社会奉仕
・これまでの事業の検討、新事業立案
・我々の奉仕のパートナーとなる堺フェニッ
クスRACとの協同事業の開催

職業奉仕
・各人が自分の仕事を優先に企業理念の向上
国際奉仕
・共同奉仕事業を次年度の地区WCSもしくは
ロータリー財団グローバル補助金を利用
する

青少年奉仕
・ロータリーの提唱するIAC（初芝立命館・
帝塚山学院泉ヶ丘）ロータリーのパート
ナーとなるRAC（堺フェニックスRAC）との共
同事業・奉仕活動の積極的な参加に
取り組み。
・RACの例会に月１回は参加する。
・青少年交換学生の受入れを行う
・青少年奉仕を会員が理解し、自らが行動で
きるように導く
・堺フェニックスRACから地区代表が選出さ
れました。会員の皆様の協力が必要です

奉仕（国際奉仕・社会奉仕）委員会
委員長 京谷 知明

活動方針
国際ロータリークラブ手続要覧ではクラブ奉仕と
は、クラブの機能を充実させるために、会員が取
るべき行動に関わるものとしています。 では、
会員が取るべき行動とは一体何でありましょうか
？ それはロータリークラブの活動の哲学的及び
実践的な基準である五大奉仕を実行することでは
ないでしょうか？ ロータリーの会員である以上
、社会の役に立つ会員であるべきだと思い、仲峯
会長の年度方針である「 」
をロータリークラブの魅力の向上を図るための原
点として、社会の為になる魅了あるクラブづくり
に努めて行きたいと思います。
目 標
国際奉仕 タイ・ルンピニRCと協力し国際奉仕活
動を進めると共に姉妹クラブ継続調印式の計画を
行う
社会奉仕 ロータリー広報になる地域に根付いた
奉仕活動「さかいかるた大会」
「ふるさとの川 内川・土居川清掃活動」などの
継続事業を実施する
職業奉仕 職業倫理についての卓話を計画し、ま
た会員職業奉仕の理念卓話を実施する
予 算

実施計画

概要 予算額

国際奉仕 80万円

社会奉仕 60万円

職業奉仕 10万円

合計 150万円

９月 基本的教育と識字率向上月間 識

字率向上についての外部卓話

１１

月

第2日曜日 ふるさとの川 内川・土

居川美化活動

１月 職業奉仕月間 職業倫理について

の外部卓話

２月 堺かるた大会

３月 第2日曜日 ふるさとの川 内川・土

居川美化活動



青少年奉仕委員会
委員長 松田 香純

活動方針
青少年に光を当て、提唱しているIACと
RACの絆を深め輝く人材の育成をしょう！

目標
初芝立命館高等学校IACと帝塚山泉ヶ丘高等学校
IACとの合同例会の実施
堺フェニックスRACの例会への出席。また、地区
代表を支援する。
IAC地区行事への参加、海外研修への協力
RYLA研修セミナーへの協力

予定実施計画
７月 IAC年次大会
８月 RACリーダーシップフォーラム
９月 RAC 13日全国統一アクトの日
１０月 米山月間 米山奨学生李さん卓話
１１月 IAC海外研修オリエンテーション
１２月 クリスマス例会
１月 RAC青少年交流会
２月 IAC三者交流会、IAC海外研修報告会

堺かるた大会、RAC 全国研修会
３月 世界RAC週間 3/13RACの日

堺フェニックスRAC卓話
４月 RYLA研修セミナー、

RAC 新旧エレクト研修会
５月 青少年奉仕月間

青少年奉仕クラブフォーラム
初芝立命館高校IACと
帝塚山泉ヶ丘高等学校IAC合同例会

６月 IAC新入生歓迎会、RAC 年次大会

、クラブ寄付総額がUS 7000ドル以上となること
を目標とする。
・年次寄付： ポール・ハリスフェロー、マルチ
プルポールハリス・フェロー、
・恒久基金： ベネファクター、
・使途指定寄付：（ポリオプラス）
・ポール・ハリス・ソサイエティー（年次寄付・
MPHF・POLIOなどへ毎年US 1000ドル寄付を誓約し
た場合に認証される)人を募る。
また、 100％ポールハリスフェロークラブの推進

実施計画
10月 24日世界ポリオデー
11月 ロータリー財団月間

（11月15日含む1週間：ロータリー財団週間）
２月 23日ロータリー創立記念日

ポリオ撲滅募金活動

クラブロータリー財団
委員長 内藤 絵梨奈

活動方針
『世界で良いことをしよう』を実践
するためのロータリー財団です。
ロータリー財団の使命は、ロータリアンが健康状
態を改善し教育への支援を高め、貧困を救済する
ことを通じて、世界理解、親善、平和を達成でき
るようにしていきます。
目 標
１．ロータリー財団への寄付
年次寄付を１人当たりUS 200ドル以上を目標とし

米山記念奨学委員会
委員長 豊澤 浩

活動方針
・公益社団法人ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会

の活動を理解していただき積極的に参加する。
目 標

・常に米山記念奨学会の情報を提供する
・米山記念奨学生に卓話を依頼する。
・寄付 １人当たり20,000円（特別14,000円+普

通6000円）の協力をお願いする。
・世話クラブとして奨学生の受け入れをする。
・米山梅吉記念館への訪問（6月頃）

予 算
・米山記念奨学会からの世話クラブ補助金 年

間40,000円（預かり金）
・奨学金 毎月140,000円（預かり金）
・奨学生の例等会参加費（卓話・Xmas例会・移

動例会等）50,000円（会合費より）

活動計画
９月 クラブ米山記念奨学委員長会議および世話
クラブカウンセラー研修会
10月 米山記念奨学生の卓話、

地区米山記念奨学委員長の卓話
12月 クリスマス例会（青少年合同例会）
１月 2016学年度 米山記念奨学生選考試験
３月 米山学友会 「清掃活動及び一泊研修会」

2015学年度米山学生終了式・歓送会
４月 米山記念奨学会ｶｳﾝｾﾗｰ研修会 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
６月 米山梅吉記念館訪問（奨学生参加）



出席報告

在籍者 ２８ 名 出席者 １ 名

出席計算会員 ２３ 名 欠席者 ５ 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
片木修 会員

先々週修正出席率
５月１４日 86.36 ％

本日の出席率
６月４日 81.82 ％

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
本日は次年度アッセンブリーです。
仲峯会長エレクトよろしくお願いします。京谷
会員消防車寄贈の件、色々とご対応ありがとう
ございます

パストガバナー 米田 眞理子 会員
本日今年度理事会無事終了、ご苦労様でした。
今年度も一か月切りました。皆様ご苦労様でし
た。

直前会長 中井 昭宏 会員
李 受津様ようこそ堺フェニックスＲＣへ、少
し慣れましたか？さて会員の皆様、６月１４日
は2640地区ローターアクト地区大会が開催され
ます。青少年に熱意ある堺フェニックスメンバ
ーのご出席よろしくお願い致します

会長ノミニー 松田 香純 会員
以前より協力していたグローバル補助金「モン
ゴル国における感染症予防プロジェクト」がよ
うやく完了いたしました。

上好 まゆみ 会員
平成２７年 ５月３１日みはらし温泉へ行き、
菊太郎劇団のファンの集いで座長と夢しばい、
相舞踊してもらいました。

小野 晃範 会員
お誕生日祝いありがとうございました。傘寿に
なります。ＲＬＩ参加頂いた皆様、ご苦労様で
した。

猿田 慎男 会員
入会させていただき、丸２年になりました。
今後共宜しくお願い致します。

仲峯 由美 会員
遅れて申し訳ありません。

掛水 義久 会員
梅雨が始まりました。

豊澤 浩 会員
高野山でのライラに参加してきました。夕食前
、急な山道を４ｋｍ歩き、夕食後は夜道を４ｋ
ｍ歩きました。堺フェニックスローターアクタ
ー３名と２週間後河内長野での再会を約束して
きました。仲峯地区委員、ご苦労様でした。

片岡富美子 会員

京谷 知明 会員 仕事の為

中野 一郎 会員 仕事の為

村尾 利一 会員 出張の為

難波竜太郎 会員 仕事の為

仲峯 豊 会員 5/30 青少年ライラセミナー
１日目

5/31 青少年ライラセミナー
２日目

難波竜太郎会員 5/30 愛知
ロータリーＥクラブ

豊澤 浩 会員 5/30 青少年ライラセミナー
１日目

5/31 青少年ライラセミナー
２日目


