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２０１５-１６年度 第5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

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

年 次 総 会

上 半 期 報 告 会

閉 会 点 鐘 会 長 仲 峯 豊

2015-16年度 次回ご案内

12月12日 堺フェニックスクリスマス例会

1月7日 堺フェニックス例会

1月9日 堺フェニックスRAC例会

1月21日 堺フェニックス研修会

1月23日 堺フェニックスRAC例会

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

おなかの子をエイズから守る
― リベリアでの

職業研修チーム



こんばんは。
お客様に米山奨学生 李 受津（イ スジン）様
ありがとうございます。
東京での写真展のグランプリ受賞おめでとうござ
います。
なかなかこのような感性にはついていけませんが
、なにかきれいな写真だと思いました。
李 受津（イ スジン）様ありがとうございまし
た。

今月はロータリー財団月間です。是非とも年次寄
付・ポリオプラス・恒久基金にそれぞれご寄付の
方よろしくお願い致します。

本日お話しは、昨日帰ってまいりました、タイ王
国の報告をと思いましたが、この後ロータアクタ
ーからの帰国報告がありますので、私は手短に報
告したいと思います。
先日の10月30日に大阪を出発して、11月4日に帰
国して参りました。
今回行ったメンバーは豊澤ガバナーと奥様、米田
パストガバナー、仲峯会長夫妻、宮前幹事の6名
と深夜便で到着した中井奉仕委員長と松田青少年
奉仕委員長それと堺フェニックスＲＡＣのメンバ
ー5名と合流致しました。
無事バンコクに到着いたしましたが、やはり現地
は大変暑く、平均気温が29度という暑さでした。
そしていよいよ現地の3350地区のルンピニロータ
リークラブ様と友好クラブの締結に至りました。
10月31日はハロウィンの日で、全員なにか仮装し
て参加致しました。
現地のルンピニＲＣのメンバーも格好が驚きまし
た。
皆さんとんでもない格好で大変楽しい合同例会に
なりました。
あとの日は、自由行動で観光や買い物、食事にと
全員出かけて参りました。
大変有意義な国際交流であったと思いますが、感
想はただ暑かったです。
11月3日には3350地区のガバナーも参加頂き、私
達豊澤ガバナーと共にＰＡＴＵＭＷＡＮロータリ
ークラブ様と合同例会を行い、現地の学校の為の

・今月はロータリー財団月間となっています。
テーブルの上に封筒を置いていますので寄付の

方よろしくお願い致します。

・11月のロータリーレートは１ドル１２0円とな
っております。

以上よろしくお願い致します。

2015年９月３日（木）例会の記録（第862回）

Be a gift to the world 世界へのプレゼントになろう

教科書の支援金をお渡しし、我がＲＡＣからも支
援金を寄付させていただきました。
すべて滞りなく終了させていただいて帰国いたし
ました。
先日10月にはタイ王国のナムアートチャロンに消
防自動車を寄贈させていただきました。
私達はタイ王国としっかり国際交流に奉仕活動さ
せていただきました。
私達堺フェニックスＲＣは国際奉仕をさせていた
だきどこに行っても恥ずかしくないクラブです。

今後もたくさんの奉仕活動にまた会員増強に力を
入れていきたいと思います。
皆様のお力で素晴らしいクラブにしてまいりたい
と思います。
以上ありがとうございました。



2015.10.31

Lumpinee RC and Sakai-Phoenix

RC, Sister club signing ceremony

and Welcome Hallowe'en Party

RID2640 Toyosawa DG, Lumpinee

RC, Sakai Phoenix RC, Sakai

Phoenix R AC, Chul a longkorn

University RAC

タ イ 識 字 率 向 上 プ ロ ジ ェ ク ト

Sightseeing "floating market"



Pra Nakorn Si Ayutthaya



Dinner, hosted by Mr.Chaivai Poonlapmongkol, DG,3350



Today, Rotary Club of Sakai Phoenix and 

Rotaract Club of Sakai Phoenix become 

a gift to thai children.

I heard they use one textbook in five or 

six students. We give 300,000 yen from 

Rotary Club and 100,000 yen from 

Rotaract Club and District Rotaract, the 

sum total 400,000 yen for textbooks. We 

wish the students who will get the 

textbook from us study a lot. We wish 

they become important parts between 

Thailand and Japan.



ニコニコ報告

パストガバナー 米田眞理子会員
タイ王国での奉仕活動ご苦労様でした。皆、元気に
無事帰国してまいりました。
3350地区で多くのロータリアンのお世話になりまし
た。

会長 仲峯 豊会員
こんばんは李 受津さん、ＲＡＣの皆様ありがと

うございます。本日はタイ王国での報告があります
ので、楽しみください。

会長エレクト 松田香純会員
タイ王国にて教科書支援プロジェクトをＲＡＣの

上田会長はじめＲＡＣメンバー5名とともに行ってま
いりました。本日は上田ＲＡＣ会長のタイ王国の報
告楽しみにしています。

中井昭宏会員
タイの奉仕活動お疲れ様でした。本日 堺フェニッ
クスＲＡＣ会長、タイ王国の報告楽しみにしていま
す。

豊澤 浩会員
2640地区インターアクト研修会に参加して勉強し

て参りました。

村尾利一会員
ローターアクトの皆様、タイ王国訪問楽しんできま
したか？報告楽しみにしています。

仲峯由美会員
李 受津さんグランプリおめでとうございます。

金谷昌信会員
タイ王国に行かれた会員様ご苦労様でした。
タイ王国での活動報告楽しみにしています。

掛水義久会員
本日はありがとうございます。

上好まゆみ会員
中井昭宏先生のお陰で入院でき、松田さんが介護

保険の手続きをしてくださいました。
今回程、ロータリーに入会して良かったと思ったこ
とはありませんでした。
ありがとうございます。
入院中は仲峯会長と宮前幹事からお見舞いをいただ
きました。ありがとうございます。

村井知子会員
こんばんは。
よろしくお願い致します。

Make-up報告
11/7 中井 昭宏 堺フェニックスRAC

松田 香純 堺フェニックスRAC

11/12 中井 昭宏 岩出ＲＣ

11/21 豊澤 浩 堺フェニックスRAC

中井 昭宏 堺フェニックスRAC

松田 香純 堺フェニックスRAC

瓜生島成子会員
いつもお世話になり有り難うございます。
毎回出席するたびに色々な学ぶものがあります。
今後共よろしくお願い致します。

カスム会員
皆様、タイ王国訪問お疲れ様でした。

幹事 宮前美穂子会員
昨日タイ王国から帰って来ました。

ルンピニロータリークラブへのニコニコとパツゥマ
ンロータリークラブへの教科書支援金も滞りなく納
める事が出来ました。タイの皆様より堺フェニック
スＲＣの会員の皆様、ＲＡＣの皆様に宜しくお伝え
くださいとの事でした。

さあ はじめよう

新入会員の皆様へ
クラブのプロジェクトや活動にすすんで参
加すれば、ロータリーでの経験がさらに楽
しく実り豊かなものとなるでしょう。

参加の方法はさまざま。以下にほんの一例
をご紹介します。

・自分の知識やスキルを生かせるクラブ委
員会に参加する

・地域社会が抱えるニーズを突き止め、そ
れに取り組む参加型奉仕活動を提案する

・クラブが提唱している青少年奉仕プログ
ラム（ローターアクトやインターアクト
など）を援助する

・青少年交換留学生の世話をする
・地区のロータリー青少年指導者養成（
RYLA）プログラムのイベントを企画する

・同僚や友人にクラブへの入会を勧める

クラブ研修リーダー 松田 香純



堺フェニックス研修会

100年以上にわたり、さまざまな国、文化、職業のロ
ータリアンが協力し合い、世界中の地域社会で活動し
ています。
ロータリアンは、長期的な変化をもたらすためにさま
ざまなかたちで地域社会の発展に尽くしながら、若者
に力を与え、保健の向上を支援し、平和を推進してい
ます。

ロータリーは、特に以下の６つの分野に重点を置い
て活動しています。

●平和と紛争予防／紛争解決
●疾病予防と治療
●水と衛生設備
●母子の健康
●基本的教育と識字率向上
●経済と地域社会の発展

多くの地域社会に見られる切迫したニーズを反映した
これらのニーズに取り組む方法は、従来のプロジェクト
から画期的なプロジェクトまで、実にさまざまです。新し
いプロジェクトを立案する際には、これらの分野を意識
するよう奨励されています

講師 中井昭宏

さあ 集まろう

新入会員の皆様へ
クラブのプロジェクトや活動にすすんで参
加すれば、ロータリーでの経験がさらに楽
しく実り豊かなものとなるでしょう。

参加の方法はさまざま。以下にほんの一例
をご紹介します。

・自分の知識やスキルを生かせるクラブ委
員会に参加する

・地域社会が抱えるニーズを突き止め、そ
れに取り組む参加型奉仕活動を提案する

・クラブが提唱している青少年奉仕プログ
ラム（ローターアクトやインターアクト
など）を援助する

・青少年交換留学生の世話をする
・地区のロータリー青少年指導者養成（
RYLA）プログラムのイベントを企画する

・同僚や友人にクラブへの入会を勧める

クラブ研修リーダー 松田 香純



堺フェニックスローターアクトクラブ

堺フェニックスRAC 第30回例会が行われました。

本例会には豊澤洋太朗ガバナー豊澤たつみ夫人をはじ
め、中井昭宏 地区R財団委員長、松田香純 地区R財団
補助金管理小委員長、豊澤 浩 堺フェニックスRC米山
記念奨学委員長 と多数のお客様にご参加いただきま
した。
特に、豊澤ガバナーの当クラブ例会訪問は本年度に入
ってすでに4回目となります。いつも青少年の活動に
目を向けられております。感謝

今回の例会ではクラブ奉仕委員会管轄で帝泉-堺フェ
ニックス合同クリスマス会についての現状報告と大筋
の決定を行いました。

また、ゲスト講師として、精華大学人文学部 吉田 穣
様をお招きしました。
物事にゲーム性を持たせることによって人のモチベー
ションを高める「ゲーミフィケーション」についての
卓話をしていただきました。
クラブ員が様々なプロジェクトにより積極的になれる
ような良いきっかけ作りになりました。

広報委員会 委員長 下村 祐輝

Literacy Project for thailand

elementary school students


