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２０１５-１６年度 第１回目 例会

18：30～ レディデンツヨネダ１階会議室

開 会 点 鐘 会長 仲 峯 豊

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 掛 水 義 久

新旧会長幹事交代式

入 会 式 会長 仲 峯  豊

米山記念奨学金授
与

委員長 豊澤 宏

会 長 の 時 間 会 長 仲 峯 豊

幹 事 報 告 幹 事 宮前美穂子

会長就任あいさつ 会 長 仲 峯 豊

幹事就任あいさつ 幹 事 宮前美穂子

閉 会 点 鐘 会 長 仲 峯 豊
2015-16年度 次回ご案内

7月16日 クラブ研修会 KANATANI１F

年度 会長K.R.“ Ravi”Ravindran

世界へのプレゼントになろう

四つのテスト 
～言行はこれに照らしてから～ 

 
1.真実かどうか 

 
2.みんなに公平か 

 
3.好意と友情を深めるか 

 
4.みんなの為になるかどうか 

２０１５ ２０１６年度

地区ガバナー 豊澤洋太朗

会 長 仲峯 豊

幹 事 宮前美穂子

会報委員長 中井 昭宏

クラブ事務所 
〒590-0021 
堺市堺区北三国ヶ丘町1-1-16 C-17 
TEL 072-227-4900 
FAX 072-227-4991 
パイロットクラブのため 
例会日 毎月第１木曜日18：30～ 
例会場 レジデンツヨネダ１階会議室 
HP  http://www.sakaiphoenix.com/ 
Mail：sakai.phoenix.1997@gmail.com 

国際ロータリー第２６４０地区  
堺フェニックスロータリークラブ 

SAKAI PHOENIX Rotary Club 
RI pilot program participation Club 

ガバナー 
豊澤 洋太朗様 

会長 仲峯 豊 
幹事 宮前 美穂子 



 2015-2016年度会長に就任致しました。仲峯です。こ 

の1年間よろしくお願いします。 

 私は2年前中井昭宏会員が会長の時に、腹を決め会
長立候補に出ました。まさか会長になるとは夢にも思わ
ず、今日に至ったようなわけですが、いよいよ7月が近 

付いて来るにつけ緊張が高まってきました。 

 先日の前年度の最終例会は、ボーリングの疲れもあ
って、夜の懇親会はボーッとして中に浮いているような
気持でした。しかし皆さん私に目を覚まさせて頂きました 

  

 まさに青天の霹靂が現実に起きたのです。 

 

 一つ目は去る朝、会員からホテル第一堺が閉鎖にな
って出入り出来なくなるとの連絡を受けました。これはた 

だ事ではないと思い直ぐに車で向かいました。 

 到着するとと物々しいスーツ姿の人達が居て、変な人
に付き添われながら9階に行くと、既に桑島事務員さん 

や村尾会員がいて荷物を運んでいる所でした。 

 しかし、突然例会場が無くなりました。そこで皆さんか
ら他に何処か例会場になるような場所が有れば、ご紹
介頂ければと思います。しばらくはレジデンツヨネダ１階 

会議室で例会開催予定となります。 

 

 二つ目は次年度理事会も終わり年間予算や年間計画
も整ってさあという時、今回の「革新性と柔軟性のある
試験的プログラム」のパイロットクラブの選考がRIから
選ばれたと連絡がありました。当初5月末までに連絡な 

ければ無理だろうと思っていた矢先の事でした。 

 この時もご連絡を頂きました。その時うれしくて鳥肌が
立った記憶があります。そのあとパイロットクラブコーデ
ィネーターからも連絡を頂き、あきらめていたことが突然 

選ばれたと改めて実感がわいてきました。 

 

 良く聞くと世界中にクラブが33,000ある中でしかも日
本は6月現在で2,286のクラブがあり、第１ゾーン、第２
ゾーン、第３ゾーンと３つのゾーンに分かれています。し 

かしゾーンを知らないロータリアンが多いと聞きます。 

 その中で第３ゾーンは地区数11、クラブ数794の中で
唯一堺フェニックスRCが選ばれたのです。当然2640地 

区では我がクラブだけですが、 

 その他第１ゾーンは吉川RC、第２ゾーンは東京赤坂
RCがそれぞれ選ばれました。日本では３クラブだけで
す。ホームページにも掲載させていただきました。凄いと 

いうより素晴らしいの一言です。 

 

 この二つの「晴天の霹靂」を体験し如何に堺フェニック
スRCが雷のように世界にとどろくクラブになって行くか、
いまお聞きになった通り、例会を月一回としその他の週
は勉強会や親睦会、青少年交流会などの活動をして行
きたいと思います。 

 私の今後の目標は３点です。 

①会員増強に力を入れ特に若い世代と女性会員を増 

 やしていきたい、また理事会承認を得られれば３５ 

 歳未満の方の会費を免除することが出来ますので４ 

 ０名ぐらいに会員を増やしたい 

②奉仕精神あふれる、人の為にをモットーに地域のプ 

 レゼンターになっていただく事です。RIラビンドラン 

 会長のテーマは「世界へのプレゼントになろう」です 

 堺の事なら何でもしまっせとの意気で進んで行きた 

 い 

③仲の良いクラブ創りです。親睦活動を活発に楽しく
、元気に和気あいあいと奉仕活動をする。会員おたが 

 いを敬い、助け合ってRIからのパイロットクラブに恥 

 じないクラブを築いていきたいと思います。 

以上３点を目標として皆さんと共に素晴らしいパイロッ
トクラブ創りに汗を流して行きたいと思います。 

今後とも何卒よろしくお願いします。 

 今年度一年間幹事を務めさせていただくことになり 

ました宮前です。よろしくお願いします。 

 革新性と柔軟性のある試験的プログラムとして2015

年7月2日～2017年6月30日迄の参加クラブに選ば
れたことは非常に素晴らしいことであり、また今迄の
当クラブの成果が認められたという事であり喜ばしい
限りです。そしてこの2年間の活動が評価される事を
考えると責任を感じとても身の引き締まる思いでいっ 

ぱいです。 

 会員基盤を発展させ多くの人道的奉仕活動を行い、
クラブの公共イメージを高めなければなりません。 

会員一人一人の積極的な参加と全員で創り上げてい
く運営方法など新しいクラブ、魅力あるクラブを目指し
て皆様と共に歩んで行きたいと思っています。どうか 

よろしくお願いします。 

 幸いにも当クラブにはローターアクトクラブ１つ、イン
ターアクトクラブ２つの若い力と柔軟性、活動性に富 

んだ若者達がいます。 

 地域社会と密着した新しい考え方を聞いたり、奉仕
活動など協力を得たりして我々ロータリアンと共に新 

しい方向性を見出す力となって欲しいと思います。 

 私は仲峯会長と共に一年間頑張ります。でも会員皆
様のご支援とご協力無しでは、到底やって行けませ
ん。会員皆様のご意見をしっかり聞きながら前に進ん 

で行くつもりです。 

 常に私達ロータリアンの基本である、「四つのテスト
」を念頭に心に問いながら言動と行動を進めて参りた 

いと思います。 

 どうか皆様、本年度もスムーズに事が運びますよう
ご協力とお力をお貸し下さいませ。どうかよろしくお願 

い申し上げます。 



 LIGHT UP ROTAR ロータリーに輝きを 
2015年6月20日（土）例会の記録（第859回） 

本年度最後の会長の時間となりました。まず、一年間支えて下さっ
た幹事、理事の皆様、会員の皆様、事務局に感謝を申し上げたいと
思います。本当にありがとうございました。 
若輩者の会長でしたが、皆様の支えで何とか一年間務めることがで
きました。本年度は堺フェニックスローターアクトの提唱、堺かる
た大会、福井フェニックスRCとの合同例会、タイへの消防車寄贈な
ど、書ききれないほどのプロジェクトを行うことができました。親
睦例会も多数行いましたが、私の力不足で参加率が満足いくもので
は無かったのが悔やまれます。 
ロータリーは寛容の精神が大切と皆さんおっしゃいますが、コミュ
ニケーションに関してはもっとクラブ内ではかる必要があったと思
います。 
これは次年度の仲峯会長に託したいと思います。 
 
一人ひとりが寛容の精神で、もう一歩優しさや親切心を心がければ
コミュニケーションは自ずとはかれ、より素晴らしいクラブになる
のではないでしょうか。当クラブは先に述べた堺フェニックスロー
ターアクトクラブ、初芝立命館高等学校インターアクトクラブ、帝
塚山学院泉ヶ丘中学高等学校インターアクトクラブと3つの青少年
プロジェクトを提唱しています。 
クラブ内でのコミュニケーションに関してもロータリアンがお手本
になる行動をする事が一番の青少年奉仕ではないでしょうか。 
私自身四つのテストを常に意識して活動ができていたかどうか自信
はありませんが、事あるごとに意識して基本に立ち戻れる人間にな
りたいと思います。 
この1年は本当にいろいろと勉強させて頂きました。 
皆様、本当にありがとうございました。 

会 長   中井崇嗣       

 
幹事   内藤絵梨奈       

ありがとうございました 



２ゲーム トータル (ハンディキャップ込） 

１位 飯岡  典子   様 299  

２位 猿田 慎男 会員 281 

３位 但見   淳  様 257 

４位 小山 武士 会員 254 

５位 豊澤  浩 会員 250 

2640地区 ガバナー補佐   堀本 欣吾様 
KUMATORI向日葵 会 長   飯岡 典子様 
堺フラワーＲＣ 直前会長  但見  淳様 
大阪千代田ＲＣ 会 長   吉川惠美子様 
堺ﾌｪﾆｯｸｽＲＣ入会予定者   山橋 康浩様 
堺フェニックス ＲＡＣ   岡本 海咲様 
帝塚山学院泉ヶ丘中学高校  霞上 弘毅様 
              西田 光里様 
              山本 有花様 
              中田  慧様  
              一色 佑夏様 
              中島 光理様 
              向井 李花様 
              兼田 萌愛様 
         顧 問  春木 眞巳様 
              豊澤伊代子様 
              山田  柊様 
米山記念奨学生       李  受津様 
豊澤 浩会員家族      豊澤伊代子様 
山田真樹会員家族      山田 柊 様  



 出席報告   

在籍者    ２９ 名 出席者  １８ 名 

出席計算会員  ２７ 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 ４ 名 
石田会員、片木会員 
松本会員、山田会員 

先々週修正出席率 
5月28 ７７．２７ ％ 

本日の出席率 
6月20日７７．２７％ 

 欠席報告  

メイクアップ報告 

小野 晃範会員 私用の為 

京谷 知明会員 タイ出張の為 

金谷 昌信会員 体調不良の為 

中田 聡 会員 仕事の為 

中野 一郎会員 仕事の為 

中井 昭宏会員 他地区行事の為 

松田 香純会員 他地区行事の為 

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 6/13 青少年交換授与式 

村尾 利一会員 6/14 RID2640RAC地区大会 

中井 昭宏会員 6/13 次年度地区委員長会議 

  6/14 RID2640RAC地区大会 

6/21 RID2680RAC地区大会 

中野 一郎会員 6/20 ガバナー補佐会議 

仲峯 豊 会員 6/14 RID2640RAC地区大会 

松田 香純会員 6/13 次年度地区委員長会議 

  6/14 RID2640RAC地区大会 

宮前美穂子会員 6/14 RID2640RAC地区大会 

米田眞理子会員 6/14 RID2640RAC地区大会 

豊澤 浩 会員 6/14 RID2640RAC地区大会 

中井昭宏 202 

仲峯 豊 163 

米田眞理子 151 

松田香純 143 

中井崇嗣 128 

上田俊夫 102 

内藤絵梨奈 100 

上好まゆみ 100 

京谷知明  95.14 

宮前美穂子  91.67 

金谷昌信  91.39 

小野晃範  90.00 

仲峯由美  89.58 

小山武士  88.89 

中野一郎  86.11 

村尾利一  85.14 

2014-2015年度 

の出席率 

最終報告 

１年間、多くの奉
仕活動にご参加
頂き、誠にありが
とうございました
。次年度もこの勢
いで邁進してま 

いりましょう。 

 2015-17 年度 革新性と柔軟性のあるクラブ試
験的プログラムに当地区では堺フェニックスRC

が選出されました 

 世界のロータリー国・地域、34ゾーンを代表す
る参加クラブの一つとなります。 

  

お知らせ 

試験結果の証明と評価基準 

クラブにおける試験の成果は、以下の点から評価されます。 

以下の項目における増加または向上  

・リーダーおよびクラブ運営の効果 

・会員の満足度と参加度 

・会員数 

・会員の勧誘 

・新会員および現会員の維持 

・会員の多様性（性別、年齢、民族、職業分類） 
・クラブと地域社会の相互関係 

・ロータリー財団に対する支援（プログラムへの参加と寄付） 
 

奉仕プロジェクトと社交活動のバランス 

 

以下の項目におけるプラスの変化 

・会員の平均年齢の若年化 

・ 罰金の徴収、合唱、家族・私的・仕事上の
理由で例会を欠席することへの否定的なイメージの改善 

 

クラブのウェブサイトやパンフレットの改善 

 

ロータリーの中核的価値観の推進 



RI会長賞 
 
RI会長が指定したチャレンジ項目を満たした
クラブを表彰する賞です。 
 
我々のパートナーとなった。堺フェニックス
ローターアクトクラブが受賞しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
我々の提唱する帝塚山学院泉ヶ丘中学高等学
校と初芝立命館高校が受賞しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2640地区でローターアクトでRI会長賞を受賞
したのは堺フェニックスRACのみです。 
2015世界ローターアクト週間表彰も頂きまし
た。インターアクトに関しては両クラブとも
RI会長賞、2015世界インターアクト週間表彰
を頂いております。今後の当クラブは支援を
続けていきます。 
 

第１回よねやまフォトコンテストに 
入賞しました。 
 
「堺かるたの審判」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
応募者: 中井 昭宏 
（堺フェニックスＲＣ会員） 
 
 
 
 
作品説明: 
堺かるた復興プロジェクトで当クラブの米山奨
学生、康慶さんが審判を初体験しました。かる
たの読むスピードと子供たちのかるたを取るス
ピードに最初は呆気に取られていましたが、無 
事審判員を務めている１枚です。 
 
ご応募本当にありがとうございました。唯一の
ロータリアンからのご入賞、おめでとうござま 
す｡ 

ロータリーの会員は『MY Rotary』 
への登録が必須となっています。 
７月中に 



国際ロータリー第 2640 地区ローターアクト 2015-2016 年度 
地区年間行事予定(案 

ローターアクトクラブロゴができました。 

左から順に2015-2016年度役員 

広   報   岡本 美咲 

副 幹 事   豊田 連加 

会長エレクト 高瀬 梨沙 

会      長     上田 大夏 

幹      事     桑島 沙織 

会      計     安阪 雄大 

SAA           原谷 明子可 

 

堺フェニックスロータリーの皆様どうぞよ
ろしくお願いします。 

国際ロータリー第 2640 地区ローターアクト 

2015-2016 年度地区年間行事予定(案） 

2015年7月19日 

 第一回 青少年代表者会議 

 リーダーシップフォーラム 

 

2015年8月9日 

 第一回 青少年交流会『世界の料理作り』 
         Main Target---インターアクト 

 

2015年9月13日 

 会長幹事会議 

 全国統一アクトの日 

 

2015年10月25日 

 第二回 青少年交流会『親睦 BBQ』 
   Main Target---米山記念奨学生,RYLA 

 

2015年11月22日 

 第三回 青少年交流会『京都散策』 
          Main Target---ROTEX 

 

2015年12月19日 

 4 地区合同交流会 Host---RID2640 

  

2016年1月10日 

 地区連絡協議会 

 

2016年2月27日～28日 

 鳥羽国内研修（予定） 
  RID2630-2640 合同交流会（予定） 
 

2016年3月27日 

 第二回 青少年代表者会議 

 青少年会議 

 

2016年4月24日 

 四役研修会 

 次世代育成セミナー 

 

2016年5月8日 

 地区年次大会 

例会 

毎月第２・第４土曜日 

  １８：００～ 


