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２０１５-１６年度 第３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

入 会 式 会長 仲 峯 豊

米山記念奨学金授与 委員長 豊 澤 浩

会 長 の 時 間 会 長 仲 峯 豊

幹 事 報 告 幹 事 宮前美穂子

委 員 会 報 告

卓話

地区ロータリー財団委員会 委員長 中井昭宏様

閉 会 点 鐘 会 長 仲 峯 豊

2015-16年度 次回ご案内

9月13日 全国統一アクトの日

9月20日 牛滝温泉にてﾛｰﾀﾘｰﾌｧﾐﾘｰ親睦会

Be a gift to the world 2015-16年度RI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

ロータリー入会の理由は？

自分がボランティアに費やしている時間について
考え、自分ひとりですべてをする代わりに、クラ
ブの一員として取り組めば、どれほど効果的にな
るかと考えたんです。奉仕活動を理由として入会
し、そこでできた友人のおかげでこれまで続ける
ことができました。どこに旅行しても、すぐにそ
この友人と会うことができるのは素敵なことです

。
Carbondale Breakfastロータリークラブ（米国）

オア・ベック



この猛暑の中、豊澤ガバナー御夫妻にお越し頂
きまして本当にありがとうございました。
また檜垣様、瓜生島様、村井様、新入会誠にお

めでとうございます。今後共よろしくお願い致し
ます。
本日のお客様に入会候補者の富田様、山角様、

米山記念奨学生 李様、堺フェニックスＲＡＣの
安阪様、岡本様、ようこそ暑い中お越し下さいま
した。ありがとうございます。ごゆっくり楽しん
でいってください。

本日は豊澤洋太朗ガバナーよりガバナーアドレ
スがあります。ガバナーよろしくお願いいたしま
す。
その後クラブ協議会もあり本日は時間が大変遅

くになりますが、よろしくお願い致します。

パイロットクラブとなって２カ月が経ち、月１
例会のほか、クラブ研修会や親睦会等で今までと
違った形で進んでまいりました。また会員もたく
さん入っていただき、ほんとにありがとうござい
ました。
これからもいろんな奉仕活動に挑戦し、試験的

プログラムを考えて行かなくてはなりません。
ＲＩには胸を張って報告できるよう今後もパイロ
ットクラブとして進んでまいりたいと思います。
この場所にあった消防自動車がなくなりました。
いよいよ京谷知明国際奉仕委員長の努力でタイを
目指して動き始め、神戸港から出港いたしました
。無事にタイに着くことを願うばかりです。

また本日はローターアクトのメンバーも参加し
ていただいております。常日頃の松田香純青少年
奉仕委員長の尽力で、堺フェニックスローターア
クトクラブが活気立ち、すごい勢いで邁進してお
ります。青少年奉仕についてもどのクラブに負け
ないくらいに頑張っていただいております。本当
に感謝でいっぱいです。ありがとうございます。
このようにパイロットクラブという大きな重責を
頂きながら、会員皆様は素晴らしい活動をされて
おります。

本日は例会終了後、クラブ協議会を行います。
その後、第 2回理事会を開催いたします。

今月のロータリーレートは７月と同じく１ドル
１２４円となっております。以上よろしくお願い
致します。

各ロータリークラブ例会変更について
堺東南ＲＣ ８月１３日例会は休会
堺泉ヶ丘ＲＣ ８月１１日例会は休会
堺おおいずみＲＣ ８月１２日例会は休会
堺北ＲＣ ８月１４日例会は休会
堺東ＲＣ ８月１８日例会は休会
堺フラワーＲＣ ８月１５日例会は休会
堺南ＲＣ ８月１７日例会は休会

2015年８月６日（木）例会の記録（第861回）

Be a gift to the world 世界へのプレゼントになろう

まさに私が活動方針に掲げた、

①会員増強に力を入れる。
②奉仕精神溢れるクラブに
③仲の良いクラブ造り

のこの３点が息づいております。
この勢いで皆様と共に素晴らしいクラブ造り、奉
仕活動にお力をいただくようよろしくお願いして
会長の時間を終わります。



豊澤 浩 第６回マルチプル

米田眞理子 第６０回メジャードナー

上好まゆみ 第１２回メジャードナー

檜垣 孝 夫村井 知子 瓜生島 成子

ロータリー財団功労者受賞

地区ロータリー財団委員会
中井委員長より、当クラブ
の松田香純会員に表彰状の
授与が行われました。『貴
方は卓越した奉仕によりロ
ータリー財団に大きく貢献
され「世界でいことをしよ

う」という標語を身をもって示されました。よってこ
こに感謝の意をあらわします』この賞は昨年度に推薦
頂いたものです。本当におめでとうございます。
米田眞理子パストガバナーより花束の贈呈がありま

した。



2015年８月６日（木）例会の記録（第861回）

Be a gift to the world 世界へのプレゼントになろう

豊澤ガバナー会長幹事懇談会

ガバナーアドレス 堺フェニックス 2015-08-06
2015-2016年度国際ロータリー2640地区

ガバナー豊澤 洋太朗

今年度の国際ロータリーのテーマについてお話しします。PETSや地区研修・協議会でもお話ししましたが今
年度の国際ロータリー ラビンドラン会長が掲げたテーマは「Be a gift to the world 世界へのプレゼント
になろう」というシンプルで深いテーマです。ラビンドラン会長は、このテーマを考えているとき、ヒンドゥ
ー教を通じて学んだ教訓を思い出しました。ここで、スダマの物語をご紹介したいと思います。
非常に貧しい少年スダマは、神の化身として王家の一族に生まれたクリシュナの親友でした。２人の少年は

、成長するにつれて少しずつ疎遠になり、クリシュナが軍を率いる名高き王となった一方で、村人スダマはつ
つましく、どちらかというと貧しい暮らしをしていました。何年も経った頃、スダマは生活に困り、子供に食
事を与える十分なお金さえ無くなってしまいました。妻は、幼いころに親しくしていたクリシュナに助けを求
めるよう提案しました。最初は躊躇していたスダマも結局同意し、手ぶらでは申し訳ないと、いくらかの米を
布に包んで持っていきました。
スダマを見たクリシュナは大喜びし、親切に愛情をもって迎えました。その高貴な生活ぶりに圧倒されたス

ダマは、恥ずかしさのあまり持参した米を差し出すことができません。クリシュナは「何を隠しているのか」
と尋ね、布を開いて中の米を見ると、喜んでこれを食べました。数時間後、変わらぬ友情に感激したスダマは
、助けをお願いすることをすっかり忘れてクリシュナの元を去りました。
帰り道、スダマは、当初の目的を忘れていたことに気づき、子供たちがまだ腹を空かせていることを思い出し
ました。しかし、自宅に着くと、そこにあったのは、彼が出たときと同じ小屋ではなく、美しい家でした。家
の前には、きれいな服を着た家族が立っています。十分な食事を済ませた家族は、スダマを出迎えようと待っ
ていたのです。
これはなぜでしょうか？
クリシュナは、スダマが自分のためにプレゼントをもってきてくれたこと、ありったけの米を自分にくれた

ことが分かっていたからです。そのお返しに、クリシュナは、スダマが必要とするすべてを与えたのです
この逸話の教訓は、受け手にとって大切なのは、「その物質的な価値ではなく、贈り主の心がどれだけ込めら
れているか」、ということです。私たちには選択肢があります。授けられたものを自分の元だけにとどめるか
、またはそれを生かして自らが「世界へのプレゼント」となるか、です。
私からの皆さんへのお願いは、「授けられたものを、入念に、賢明に、そして惜しみなく生かす」ことです。
そして、職業分類に関してもコメントがありました。当組織を形づくった基本に立ち返る方法を見つける必要
があります。それは、人生のあらゆる場での高い倫理基準、そして、各クラブに会員の多様性をもたらす職業
分類です。
これらは、会員増強の足を引っぱる障害にすぎないと見られることがあまりに多いのが現実です。



しかし、これらはロータリーの成功に欠かせない要素であり、なおざりにすれば、自らの存在を危うくする
ことになるでしょう。一度決めたことをやり抜くための豊富な知識とスキルを備えた、誠実な会員がいるクラ
ブこそ、真の「プレゼント」となるのです。
RI会長はさらに、「私たちは、ポリオのない未来をプレゼントすると世界の子どもたちに約束しました。私

たちは闘いを続け、必ずや勝利します」と続け、ロータリーが世界にもたらすことのできる影響の良い例が「
ポリオ撲滅」であると述べました。25年前にロータリーがポリオ撲滅の目標を掲げたとき、125カ国にポリオウ
ィルスが常在し、毎日1,000人以上の子どもがポリオによる麻痺（まひ）障害の犠牲となっていましたが、現在
残るポリオ常在国はアフガニスタン、ナイジェリア、パキスタンの3カ国のみ。2014年に報告されたポリオの症
例数はわずか333件だけでした。
ラビンドラン会長のテーマ「Be a gift to the world 世界へのプレゼントになろう」を実践するためには

、ロータリアンとしての倫理観が大切になることでしょう。ロータリーの基本を学び、自分が現在置かれてい
る立場を見つめ、自分を世界の人々にプレゼントするためには何ができるのか今一度考えることから始まるの
ではないでしょうか。
私の子供時代は終戦直後で世の中は荒れ放題でした。食糧難、仕事もない、家族が戦場や空襲で亡くなり悲

しみのどん底に打ちひしがれていた時代でした。それはそれは大変な時期でしたが、近隣の人の心は温かく、
それらの人々の助けがあって今の自分がいると思います。この時に受けた恩恵を今、ラビンドラン会長が言わ
れる通り、「ペイ・フォワード（恩送り）」は一時的なはやり言葉ではなく、生き方そのものです。彼のこの
哲学は、今年度のRIテーマ「世界へのプレゼントになろう」にも表れています。私自身も昔受けた恩を「ペイ
・フォワード（恩送り）」により、地域の人々及び世界の人々に恩返しをする努力をしたいと思います。そし
て、地区内のロータリアンが一丸となって、地区の安定を図り、親睦、奉仕活動を通して世界へのプレゼント
になることを目標に短い一年間を過ごしていく所存です。

地区目標
１．「ロータリーの原点に戻ろう」 ロータリーの基本に戻り、奉仕と友愛を基調とした地区運営を目指しま

す。

２．財団をサポートする。国際ロータリーの最優先項目であるポリオの撲滅も重要な課題です。2015-2018年ま
でに全世界からポリオをなくそうという目標のもと、他団体からの協力も仰ぎながら全力投球したいと思
います。今年度はロータリー財団寄付は、一人当たり200ドルをお願いいたしました。また、ポリオ・プラ
ス寄付は今年度特別に50ドルをお願いしています。

３．会員増強に努める。各クラブ最低1名の純増をお願いします。
RI会長賞で求められている会員数の純増は会員数が49人以下のクラブは、少なくとも1名、50人以上の

クラブは、少なくとも2名の純増を達成する。
女性会員の純増：会員数が49人以下のクラブは、少なくとも1名、会員数が50人以上のクラブは、少な

くとも2名の純増を達成する

４．青少年活動を推進する。
今年度はインターアクト、ローターアクト、ライラ、ローテックス、米山記念奨学等の青少年関連の横の
連絡を密にする。

2015-2016年度地区数値目標
会員増強：1クラブ純増最低1名
新クラブ：地区内最低1クラブ結成
財団寄付：200ドル／会員
ポリオ・プラス：50ドル／会員
米山記念奨学：20,000円（普通寄付6,000円を含む）

最後に私の好きな「相田みつを」さんの言葉を紹介します。

○空気の中にいるから空気を意識しない 歩くときに足を意識しない
○子供への一首 どのような道を どのように歩くとも いのちいっぱいに生きればいいぞ
○苦しことだってあるさ人間だもの まようときだってあるさ凡夫だもの あやまちだってあるよ俺だもの

以上、会員の皆様には沢山のお願いになりましたが「ペイ・フォワード（恩送り）」のお気持ちでご協力を
よろしくお願いいたします。



ニコニコ報告

ガバナー 豊澤洋太朗様
本日はお招きいただき本当にありがとうございまし

た。

パストガバナー 米田眞理子会員
ガバナー豊澤洋太朗様 地区副代表幹事豊澤たつみ
様 公式訪問ありがとうございます。本日入会の檜垣様
、村井様、瓜生島様 おめでとうございます。

ガバナー補佐 中井昭宏会員
豊澤洋太朗ガバナー様公式訪問ありがとうございます
富田様、山角様 ようこそ堺フェニックスロータリークラブ
へ。本日入会の檜垣様、村井様、瓜生島様、よろしくお願
いします。安阪君、岡本さん楽しんでいってください。
松田様 ロータリー財団功労者表彰受賞おめでとうござ
います。

ガバナー補佐 猿田慎男会員
被爆７０周年。平和を願い。豊澤ガバナー今年一年よろ
しくお願い致します。

地区副幹事長 豊澤たつみ様
ガバナー公式訪問よろしくお願い致します。

会長 仲峯 豊会員
豊澤洋太朗ガバナー公式訪問、ようこそ堺フェニックス
ロータリークラブへ、奥様もようこそ、ありがとうございまし
た。檜垣様、村井様、瓜生島様ご入会おめでとうございま
す。

会長エレクト 松田香純会員
豊澤洋太朗ガバナー公式訪問にお越しいただきありが
とうございます。
李さん、蓮の花の写真いいのが撮れたらいいですネ。
頑張ってください。

京谷知明会員
消防車が本日タイに向けて神戸港を出港しました。多く
の方のご協力により、素晴らしい奉仕活動が出来、また
世界に小さな平和の掛け橋活動となりました。ありがとう
ございました。

豊澤 浩会員
第2640地区豊澤ガバナーようこそ。かつらぎ町ヤング
検診の受診者１２７名でした。後期高齢者になりました。

仲峯由美会員
豊澤ガバナー公式訪問ありがとうございました。新入会
員の皆様、ご入会おめでとうございます。今後共よろしく
お願い致します。

上好まゆみ会員
お台場の米田薬局でヘルプするついでに、千

葉の太陽の里まで行ってきました。海水浴のお
客さんで満員でした。楽しかったです。

幹事 宮前美穂子会員
ガバナー豊澤洋太朗様 副幹事長豊澤たつみ

様、この暑さの中、お忙しい中我が堺フェニッ
クスロータリークラブをご訪問下さいまして有
難うございます。私達は今日の御訪問に感謝致
しますと共に忘れられない暑い一日の良い思い
出となることと思います。

Make-up報告

8/2 米田眞理子

米山記念奨学会
第１回ｶｳﾝｾﾗｰ会議

松田 香純

村尾 利一

中井 昭宏

8/5 中井 昭宏 第2回ガバナー補佐会議

猿田 慎男 第2回ガバナー補佐会議

8/7 米田眞理子 日韓青少年交流会

仲峯 豊 日韓青少年交流会

中井 昭宏 日韓青少年交流会

8/8 松田 香純 堺フェニックスRAC

中井 昭宏 堺フェニックスRAC

8/9 豊澤 浩 青少年交換委員会会議

8/9 豊澤 浩 青少年交換学生歓送会

中井 昭宏 青少年交換学生歓送会

8/20 米田眞理子 米山記念奨学会理事会

8/22 中井 昭宏 堺フェニックスRAC

松田 香純 堺フェニックスRAC

8/27 松田 香純 ロータリー財団委員会

中井 昭宏 ロータリー財団委員会

豊澤 浩 ロータリー財団委員会

猿田 慎男 ロータリー財団委員会

8/29 仲峯 豊 帝塚山学院泉ヶ丘IAC

松田 香純 帝塚山学院泉ヶ丘IAC

8/29 米田眞理子 米山梅吉記念会評議会



堺フェニックス研修会

前回の研修会の振り返りをファシリテーターを行いま
した私、松田がおこないます。『革新性と柔軟性のあるク
ラブ試験的プログラム』について頭の中をぜひ整理して
下さい。

本日は青少年奉仕についてディスカッションをおこない
たいと思います。では青少年奉仕といえば、中井昭宏会
員にお願いいたします。

皆さんはこのロゴマークが何かしっていますか？
青少年奉仕に力を入れています当クラブですから、で
はおしえれいただきましょう。

ビジュアルデザインが変更されました。若者たちにロー
タリーをもっと身近に感じてもらえるようなビジュアル要
素を、一貫した形で作られました。

インターアクトの公式ロゴは、スカイブルー一色で、「
Interact」という文字のグラフィック、「ロータリー提
唱クラブ」の文字、誇りのシンボル（ロータリーの歯車）で
構成されています。インターアクトとロータリーとの関
係を明らかにするために、「ロータリー提唱クラブ」という
文字を常に表示されています。

インターアクトとは12～18歳までの青少年が集まって
活動するクラブです。学校を中心、または地域社会を中
心にクラブを結成します。会員は、仲間と楽しく活動しな
がら奉仕プロジェクトに参加し、世界や社会についての
視野を広げます。
インターアクトクラブは年に2回以上、奉仕プロジェクト
を行います（1つは地元地域の ための活動、もう1つは
国際理解を深めるための活動）。

我々、ロータリアンはインターアクトを通じて、若い人た
ちにようなチャンスをあたえる。
地域社会のリーダーから指導を受けたり、世代を超え
た絆を築く。
リーダーシップのスキルを育む。
海外の若者たちと交流する。
ローターアクト、RYLA、青少年交換など、インターアク
ト以外で自分の可能性を広げるチャンスを見つける

当クラブは帝塚山学院泉ヶ丘中学高等学校IACと初芝
立命館IACを提唱しています。ぜこの１年間に１回は例
会に訪れ、彼ら彼女らに話をして下さい。皆さんの職業
の話で、インターアクターに語りかけて下さい。

クラブ研修リーダー

松田 香純



ではここでメッセージを伝えます。

日頃お世話になっております。堺フェニックスRAC会
長の上田大夏と申します。今回はどうしても勉強会に出
席できませんので、ここにメッセージを贈らせていただ
きます。
RIによりローターアクトが「ロータリーのパートナー」に
格上げされました。これはロータリーとローターアクトは
対等に協力して活動する、という意味です。しかしなが
ら様々なロータリアンから戸惑い、あるいは憤りの声が
寄せられておりますが、これはRIの想いを全く分かって
いないと私は思っております。
RIはロータリーとローターアクトが同じとは言っておりま
せん。対等、です。
ローターアクトの師はロータリーではないのか！師で
はなくパートナーなのか！という声を最近頂きました。
わたしは「師でありパートナーだ」と答えさせていただき
ました。
RAロゴにロータリー輪がつけられているのがその証拠
です。

ローターアクトはこれまで以上にロータリーに近い存
在になりました。
たとえば親クラブの行事やプロジェクトにRAC名が併
記され共同して事業をおこなうなど、「本来の意味の親
子として二人三脚で学び成長してゆく」のだという意味
で私は理解しています。
決して「子の一人立ち」ではございません。父親、母
親と息子、娘、「親子が手をとって同じ目標に向かって
ともに歩む」親に依存しっぱなしの子供ではない、だが
完全に自立するにはまだ勉強がいる、そんな段階がロ
ーターアクトです。
ロータリーはこれまで以上にローターアクトとともに動く
。ある部分はこの子たちに任せてみようであったり、ある
部分は一緒に事業してみようかであったり、本当に、大
人になろうとする息子や娘を育てるような。

もちろんローターアクトも親のすねをかじってばかりで
はいれない、ロータリーのレベルでの活動に入ってゆく
。そのなかで学び成長してゆく。

ロータリーとローターアクトはそういう、親子の関係で
す。20歳すぎの息子とこんな関係ならな、と思えるような
お互いを認め合っている、そんな関係です。
私はRIの想いをこのように理解しております。

また堺フェニックスRCの例会にお邪魔させてください
。そしてぜひ堺フェニックスRACの例会ものぞきに来て
ください。会員一同、こころよりお待ちしております。

最後に、日頃よりお世話になっている仲峯豊会長、中
井昭宏パスト会長、松田香純会長エレクトに最大限の
敬意と感謝を表して短いながら私からのメッセージとさ
せていただきます。

堺フェニックスRAC会長上田大夏

当クラブにはもう一つローターアクトクラブがあります。
今回のビジュアルデザイン変更によりローターアクトは
我々の奉仕のパートナーとなりました。まあ親子みたい
な関係ですね。
18～30歳の若者が集まって、奉仕プロジェクトと交流
活動を行うクラブです。
クラブ会員は、2週間に1度集まり、知恵を出し合って
活動計画を立てます。

ロータリーの青少年奉仕とは
各ロータリアンの責務は年齢30歳までの若い人すべ
ての多様なニーズを認識しつつ、よりよき未来をもたら
すために彼らの生活力を高めることによって、若い人々
に将来への準備をさせることです。すべてのクラブと地
区は、若い人達の基本的ニーズを支援するプロジェクト
に着手するよう奨励されています。
青少年奉仕は、若者のためのロータリアンによる活動
価値を認め、そうした活動をさらに広げるよう各クラブに
奨励するものです。
その土台には「すべてのロータリアンには若い人々が
抱えるさまざまなニーズを認識し、彼等の人間的・職業
的成長を支援する責務がある」という考え方があります
。簡単に申し上げれば、
すべての若者に色々なチャンスを我々が与えることで
す。



14歳から30歳までの若者を対象とする集中研修プログ
ラムです。
RYLAの形式はさまざまですが、多くの場合、セミナー、
キャンプ、ワークショップなどの形で、３日間～10日間にわ
たって行われます。

● リーダーシップのスキルと人格を養う
● 多様な事柄について学び、さまざまな人と出会う
● 地域社会で積極的に活動するリーダーと会う
● 貴重な情報とキャリアのスキルを身につける

参加資格
年齢15～19歳までの学生を対象としています。

地元の地域社会でリーダーシップを発揮し、平均以
上の学業成績を収めている学生です。申請者はまた
、異国での生活を十分に体験し、優れた文化親善使
節となるために、物事に柔軟に対応し、新しいこと
に挑戦する意欲を備えている必要があります。

国際ロータリー第2640地区ローターアクト
地区インターアクト交流委員長 豊田連加

地区のインターアクト交流委員長を務めさせていただ
いている、豊田連加と言います。
大阪キリスト教短期大学で幼児教育の勉強をしています
私はもともと賢明学院のインターアクト出身で、3年間
部長をさせてもらいました。そのときにインターアクトで色
々な人と関わり、多くの経験が出来たことがとても楽しく、
大切なものになりました。
その経験から、インターアクターやロータリアンの方々
との関わりをもっと強めたいという思いがありました。
そして高校卒業後、クラブの上田会長から、インターアク
トとの強い関わりを作っていける役割ができること等を聞
いて、ローターアクターとして私もそれに一緒に関わって
いきたい、と思い、堺フェニックスローターアクトクラブに
入会しました。
ローターアクターとして精一杯頑張りたいと思います。
よろしくお願いいたします。

堺フェニックスRACに入って、私はつながりの大
切さを学びました。以前、青少年交換プログラム
でオーストラリアへ派遣された際も人とのつなが
りの大切さは感じましたが、RACでも改めて重要だ
と感じています。
RACは自分たちが活動をするだけでなく、ロータ

リアンやインターアクター、米山奨学生、ローテ
ックスなど多くのロータリーファミリーや地域の
方に活動を知ってもらうことで、一緒に活動した
いと感じてくれる１人を増やし、より多くの人と
活動をすることで、会員が広い視野を持てるよう
になり活動の幅をさらに広げられると考えていま
す。
私を含め、堺フェニックスRACの会員のほとんど

が学生で、まだまだ視野が狭く、多くの方から意
見を聞くことで日々勉強している状態です。

これからも多くの方に支えられて進んでいきま
す。精一杯努力していきますので、これからも温
かい目で私ども堺フェニックスRACを見守っていた
だけると幸いです。

堺フェニックスRAC 高瀬梨紗



日 韓 青 少 年 交 流 会

2015ン年8月7日、堺市役所にて日本と韓国の
青少年交流会が開催されました。早いもので今年
で５回目の開催です。

当地区からは豊澤洋太朗ガバナー（DG）、米田
眞理子パストガバナー（PDG）、中井昭宏ガバナ
ー補佐（AG)、仲峯 豊会長、堺フェニックスRAC
からは上田大夏地区代表をはじめメンバーの皆さ
んが参加しました。

堺市長来賓失寝にて堺市と韓国のつながりにつ
いて、自分の目で見た日本を韓国の青少年の皆さ
んに知って頂きたい。日韓の絆を。
式典の中でRid3650 Seoul Korea Kimガバナー

より豊澤DG、米田PDG、中井AGに感謝状の授与が
ありました。
その後堺市役所の食堂にて交流会を行いました

米田PDGより韓国の学生さんに記念品が贈られま
した。今回は韓国からは文PDGが同行されてきま
した。ソウルの国際大会で再会することをお約束
しました。

堺フェニックスRACの皆様は中心となり動いて
いただきありがとうございました。

堺にある堺フェニックスRAC。
堺市長 竹山修身様にごあいさ
つに伺いました。



青 少 年 交 換 学 生 歓 送 会 堺 フ ェ ニ ッ ク ス R C
青 少 年 交 換

2015年8月9日に国際物流センターにて2015年度青
少年交換派遣学生の歓送会が開催されました。
当クラブからは中井昭宏ガバナー補佐と豊澤 浩

地区副幹事長が出席しました。
当日は５名の派遣学生及びそのご家族が参加され

出発前のスポーチや海外での心構えやルール、これ
までの事例を踏まえたお話がありました。
派遣学生の皆さんはやっぱり不安ですと仰ってい

ました。しかし親善大使として、しっかり多くのこ
とを経験し学んできてほしいと思います。来年の気
候を楽しみに。

私は毎年、ロータリアンとして医師として参加し
ています。今年も派遣学生に一つだけ、派遣国で医
療的判断や相談があれば、いつでも連絡下さいと、
少しでも不安感がなくなれば。派遣学生はFacebook
を皆さんやっておられるので連絡がスムーズにでき
ます。

中井 昭宏

姉妹クラブ ルンピニRCへ

8月23日 帰国

8月４日 出国



堺フェニックスローターアクトクラブ

堺フェニックスローターアクターがテレビで2640
地区財団Tシャツで出演してます。ぜひ、ご覧下さ
い。あべのハルカステレビ

堺フェニックスローターアクトクラブ 第23回例会

ゲストとして、清風南海高校IACの荒川会長にお越
しいただきました。また、オブザーバーとして、堺フ
ェニックスRCパスト会長中井様、会長エレクト松田様
にご参加いただきました。
今回会員卓話として、ロータリーとローターアクト

についてお話させていただきました。また、ゲスト卓
話として、熊野研修のお話をうかがいました。
また、松田様のロータリー財団功労者表彰受賞のお

祝いもさせていただきました。おめでとうございます
。

正直何も知らず、みん
ながいきなりハッピーバ
ースデーを歌って下さっ
たので、とても驚きまし
たが、涙が出そうになり
嬉しかったです。

堺フェニックスローターアクトクラブ 第24回例会

ゲストとして、地区ガバナーの豊澤様と令夫人
、ガバナー補佐の中井様、堺フェニックスロータ
リークラブ会長エレクトの松田様とインターアク
ターが２名お越しくださいました。

ガバナーアドレスにて、自分の趣味を持とうと
いうお話がありました。私も趣味を見つけなけれ
ばならないと感じました。

SAA 原谷 明子可


