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２０１５-１６年度 第7回目 例会

17：00～ 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

会 長 の 時 間 会 長 仲 峯 豊

幹 事 報 告 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

1月9日 堺フェニックスRAC例会

1月23日 新春合同例会

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



日本を含むどの国でも、食べるものがなくて困っている人
たちがいます。空腹に苦しみ抜いた挙句、命を落とす子ど
もたちのニュースを聞くたびに、自分に何ができるかと考
える方もいるでしょう。

「食事会」から「食料提供」へ

食べ物がなくて困っている人はアメリカにも大勢おり、ミズ
ーリ州の一部地域に限ると、その数は6人に1人となります
（食糧バンク調べ）。

そこで、ロータリー会員のスティーブ・デュールさんはある
提案をしました。地元ロータリー地区のガバナー就任を控
え、通例の食事会ではなく、食糧バンクへの支援を地区会
員にお願いしたのです。

その結果、会員だけでなく、ローターアクターや地元住民
が競って支援を寄せる"フードファイト"となり、保存食4,500
キログラム以上と寄付19,000ドルを集める大成功プロジェ
クトとなりました。

中でも際立った活躍をしたのは、ジェファーソンシティーの
ロータリー会員です。土曜日にスーパーマーケットの外で
買い物客に協力をお願いし、約1,130キログラム分の保存

食品を集めました。コロンビア市の会員も多くの時間をボ
ランティア活動に捧げ、2,000ドル以上を寄付したクラブも

複数ありました。また、ローターアクトクラブ会員の参加も
大きな力となりました。
さらに、地域住民と力を合わせて約2,270キログラムものラ

イスクリスピー（アメリカ伝統のシリアル菓子）の梱包作業
に参加。はしごに登ったボランティアが幅4.6メートルの箱

からシャベルでシリアルを大きな容器に移し、それをプラス
チック容器に小分けする作業では、参加者全員が息を合
わせる必要があります。

奉仕を大切にするロータリーを象徴する活動で新年度をス
タートしたかったとデュールさん。この初の試みを通じて会
員の結束も強まったと話します。実際、地区内49クラブ中、
36クラブが参加しました。
常識を覆すガバナー就任式

デュールさんのガバナー就任式は、実にユニークなもので
した。場所は食糧バンク、時間は作業合間の休憩タイム。
豪華な食事はなく、参加者はショートパンツというラフな格
好での"式典"となりました。しかし、これこそ、デュールさん
が思い描いていた就任式でした。

皆様こんばんは、本年度最終例会でよろしくお願
いします。
米山奨学生のイ・スジンさんようこそお越し下さ
いました。
ありがとうございます。
本日は年次総会もあり、各委員会上半期の報告も
ございます。
何卒よろしくお願いします。
まずは、１１月財団月間で皆さまからたくさんの
寄付金を頂きましてありがとうございました。
今回ポールハリスフェローに２名の方のピンバッ
ジをRIから頂いております。
松田会員 上好会員おめでとうございます。
また私達クラブにRIから素晴らしい実績を残され
たとの事でバナーを頂きました。
ありがとうございました。
会員増強にお力をいただいてRIより仲峯と中井会
員に新会員を紹介したとの事でバッジをいただい
ております。
此の下半期数々の実績を残して頂きました。
本当に御苦労さまでした。
今月は家族月間で大いに家族と共にロータリーを
楽しんでまいりたいと思います。
１２日のクリスマス家族親睦会は楽しい企画を考
えております。
全員参加をよろしくお願い致します。
師走の忙しい時とおもいますが、何卒よろしくお
願い致します。
後企画が目白押しですので会長の時間は終わりた
いと思います。

・１２月クリスマス会場に皆様のジャケットが届
く予定になっております。必ず忘れずに持って帰
って下さい。よろしくお願いします。
・１２月のロータリーレートは１ドル１２０円で
す。

2015年12月3日（木）例会の記録（第867回）

Be a gift to the world 世界へのプレゼントになろう



会員増強維持委員長 金谷委員長

パイロットクラブとしてスタートし皆様のおかげで、多大
な会員増強に力を頂き、１１名の新会員が入会致しまし
た。
また仕事上、家庭の状況等で退会された方もおられま
すが、７月時点では２８名の登録数ですが、現在３５名と
なっており実質７名の会員増強が出来ました。本当にあ
りがとうございました。
下半期の会員増強に向け、パイロットクラブとしての実
績を残してきたいと思います。以上ありがとうございまし
た。

選考・職業維持委員会 米田委員長

1.職業分類に関しては、クラブ職業分類調査を実施し未
充職業分類表を作成した。

2.会員選考に関しては、山橋・村井・瓜生島・檜垣・高橋
・曲・丸仲・カスム・深山・伊原・冨田会員の素晴らしい
１１名の新入会者を向え、クラブ活気も上がり、減少傾
向のロータリーにおいて多大なる功績となった。
さらに2名の入会希望者を加えて、12名の上半期会員
増強が見込まれるので職業分類選考委員会としてより
熱心な活動を行いた
今後の課題としてクループ分けをし、未充点職業分類
の方の例会への招待などの検討をすべきであった。

クラブ広報・ＩＴ委員会 上好委員長

本年度は何よりもホームページが改正され、最近の奉
仕活動の模様が乗っております。またFACEBOOKも充
実しており、世界に私達クラブの模様を発信しておりま
す。
会報委員長のお陰で毎月の会報も素晴らしいものに
なってきました。堺フェニックスRCは世界に向けて発信
し、多大な広報活動が出来ました。
いよいよパイロットクラブとしての実績を下半期も発信し
ていきたいと思います。

クラブ会報委員会 中井委員長

会報は原稿がなかなか集まらず発行時期の変更など
ご迷惑をおかけしました。
クラブホームページは各地区の会員増強委員会の方
々に見られるを意識してアップしました。
フェイスブックは世界で堺フェニックスの存在を知らせ
ることができました。

管理運営委員会 仲峯由美委員長

パイロットクラブ月1例会として出発し他の週に親睦会
を上手く取る事が出来ました。常に多くの参加者が来ら
れそれぞれに盛り上がったと思います。
下半期もいろんな親睦会・交流会を考えて、ますます
親睦活動に友好活動に力を入れたいと思います。そし
て会員増強につながればと思います。

親睦（友好クラブ）委員会 掛水委員長

本年度パイロットクラブにより月1例会が実施され、うれ
しいことに毎回の例会に沢山のお客様に来て頂きうれし
い限りです。
先日タイ王国のルンピニＲＣ様とも無事友好クラブ締結
が終了いたしました。
御苦労さまでした。
各親睦会もたくさんの方に来ていただき、またインター・
ローターのメンバー来ていただき素晴らしいことです。
今後も楽しい例会・親睦会にしていただき、各委員長と
連携を取って会員増強にどんどんお客様に来ていただ
けるよう頑張っていきます。

奉仕プロジェクト委員会 中井委員長

今年度会長方針に則り青少年奉仕に力を注いでまい
りました。ローターアクトの成長は我々ロータリアンより頑
張っていたように思います。驚きました。
また、帝塚山学院泉ヶ丘インターアクトクラブも活動が
活発で１月号のロータリーの友にも掲載されています。
国際奉仕は昨年度のプロジェクトがタイとの協力のた
め手続きの遅れがあり今年度になりました。
ローターアクトと共に協同奉仕を実現できました。タイ
のＲＩＤ3350との連携により小学校への教科書支援がロ
ータリー・ローターアクトで行えました。
社会奉仕としては地域の清掃活動や高齢者施設への
慰問や子供の教育などがこれからも予定されています。
広島地方の水害寄付や東日本大震災の継続事業、ネ
パール大地震の援助など受付けておりますのでご相談
ください。

多くの奉仕活動の中で１つ参加してみて下さい。もしく
はあなたの行っている奉仕活動を教えて下さい。

さあ、始めましょう。



国際・社会奉仕委員会 中井委員長

消防車の寄贈

バンコクの小学校への教科書の支援プロジェクト

近畿大学体育会ボクシング部への支援



青少年奉仕委員会 松田委員長

ＲＡＣリーダーシップフォーラム

ＲＡＣ竹山堺市長表敬訪問

ＩＡＣリーダーシップフォーラム

ＲＡＣ全国統一アクトの日

当クラブが提唱している
堺フェニックスＲＡＣと帝塚山学院泉ヶ丘ＩＡＣ
姉妹クラブ締結式 世界で初めてです。

ＥＮＤ ＰＯＬ Ｉ Ｏ ＮＯＷ

当クラブが提唱しております、堺フェニックスローターアクトクラ
ブ、4帝塚山学院泉ヶ丘インターアクトクラブ、初芝立命館高校イ
ンターアクトクラブは活発な活動を展開しています。
今年度はローターアクトクラブから地区代表がでており、地区行
事にも多くの会員の皆様がご協力頂きました。ありがとうございま
す。
下半期はアジアゾーンの大会が京都で開催されます。お時間の
ある方はどうぞご参加下さい。ローターアクトの例会は月２回、イン
ターアクト例会は毎週開催されています。一度ご参加頂ければと
思います。



ロータリー財団委員会 小山委員長

今年度もロータリー財団を御理解いただき多くの寄付
をありがとうございました。また今回も堺フェニックスＲＡＣ
と帝塚山学院泉ヶ丘ＩＡＣからもご寄付をして頂きました。

当クラブの現状ですが、

・松田香純会長エレクトが『ロータリー財団功労者』表彰
を受賞しました。

・米田眞理子会員・中井昭宏会員・松田香純会員がロー
タリー財団専門家グループのメンバーに選ばれました

寄付の認証
・メジャードナー
米田眞理子会員・小野晃範会員・中井昭宏会員

・ポール・ハリス・ソサイエティメンバー
米田眞理子会員・小野晃範会員・中井昭宏会員
松田香純会員

・ベネファクター
米田眞理子会員・小野晃範会員・中井昭宏会員

当クラブは財団のプロフェショナルが多く在籍されていま
す。みなさんもぜひ共にプロジェクトを実施しましょう。

世界でよいことをしよう

ご寄付をお待ちしております。

米山記念奨学委員会 豊澤委員長

総括としまして、10月の例会と勉強会で公益法人ロー
タリー米山記念奨学会の活動を説明して理解していた
だけるよう努力をしました。7月度の寄付目標を達成でき
ました。
米山奨学生の李 受津さんに卓話をして頂きました。
また1部の会員に個人寄付をして貰ってない人がいるこ
とについて、どうすれば良いか、クラブとしての反省点と
したい。

ＳＡＡ委員会 村尾委員長

皆様の御協力でスムーズに例会運営が出来ました。あ
りがとうございました。
しかし未だ出欠の連絡が遅い方もおられます。
お弁当の手配の関係もありますので、早い時期にご連
絡いただくようよろしくお願いします。
今日現在で参加頂いたお客様は延べで28名来ていた
だきました。毎回の例会も平均３３名になります。
下半期も例会運営に御協力をお願い申し上げて報告と
致します。
ありがとうございました。

会長 仲峯 豊

本年度はパイロットクラブとしてRIより選任されまし
た。月１例会として７月よりスタートして上半期がおわ
りました。
参加の例会の参加数の大変多く参加頂き、例会場
が手狭になってうれしい限りです。
７月時点では２８名でしたが、新会員が１１名も入会
され現在は３５名の会員となりました。７名実質増にな
り、本当にありがとうございました。また残念なことに
仕事上や家庭の状況等で退会された方もおられま
すが、
本当に恵まれた会長で皆様の多大な奉仕活動の
貢献で素晴らしい実績を残させていただきました。
あとは各委員長報告がありました。
明年も下半期クラブ運営に何卒御協力の程よろし
くお願い致します。ありがとうございました。

ロータリー グローバル リワード

「幸せの種をまけば 実りはあなたにも」

ロータリーの新しい会員特典プログラム、「ロータリー
グローバル リワード」では、さまざまな商品やサービ
スの割引がご利用いただけます。

割引＆特別提供

Rotary Global Rewards
ロータリー グローバル リワードでは、レンタカー、ホ
テル、レストラン、エンターテイメントなどの割引がご
利用いただけます。今後さらに世界中にラインアップ
が広がる予定ですので、頻繁にご確認ください。

プログラムの仕組み

ロータリー グローバル リワードの一覧はどなたでもご
覧いただけますが、割引を利用できるのはMy 
ROTARYにアカウント登録をしたロータリークラブ会
員のみとなります。パソコン、スマートフォン、タブレッ
ト型端末から、割引の検索や利用のページにアクセ
スできます。

会員専用のこのプログラムを利用するために、今すぐ
My ROTARYのアカウントを作成しましょう。アカウント
登録の方法は、「My ROTARY」アカウント登録方法（
PDF）をご参照ください。

特典の提供

ロータリー会員が、独自の特典を提供することもでき
ます。特典の提供地域を、地元、地域、世界中のい
ずれかに指定できます。



2015-2016年度 年次総会

クラブ定款細則第６条第2節の定めによります、役員を
選挙する為の年次総会は、毎年12月31日までに開催さ
れなければならないとあります。よって堺フェニックスRC
定款細則により12月度第1例会において開催致します。
総会の定足数は会員の3分の1以上の出席にて成立い
たします。現在会員総数は35名で御座います。12名以
上で成立いたします。本日の出席数は23名よって定足
数は満たしておりますので開催させて頂きます。

では次年度役員候補の発表を行います。既に11月第一
例会で公表いたしました指名委員会提出の名簿にてお
呼びいたします。
会長は昨年総会で会長レクトとして既に承認されていま
すので今回は必要ありません。

（※クリスマス会での臨時総会の結果も含んで入れてい
ます。）

出席会員全員一致で御承認いただきました。ありがとう
ございました。次年度はクラブ創立20周年を迎えます。
記念すべき年度です。

ではここで昨年総会で承認をいただき、今年度会長エレ
クトとして勉強され準備されてこられたました次年度会長
の松田香純会員より一言ご挨拶をいただきます。

尚、この総会では他の案件は取り扱えませんのでご了承
ください。

役員 会 長 松田香純

役員 会長エレクト 松田香純

役員 副会長 豊澤 浩

役員 幹 事 小山武士

役員 会 計 中井昭宏

役員 直前会長 仲峯 豊

理事 会員増強退会防止 冨田久子

理事 広報・ＩＴ 難波竜太郎

理事 管理運営 村尾利一

理事 奉仕プロジェクト 猿田槙尾

理事 ロータリー財団 吉住哲洋

本例会におきまして会員皆様にご承認いただき
ありがとうございます。次年度の理事役員がたった
今決まり次年度に向け素晴らしい日になったこと
を感謝いたします。

私は、堺フェニックスRC創立２０周年という一つ

の節目の年に会長を仰せつかり責任重大な職務
につけること大変光栄であり、また身の引き締まる
思いでございます。

現在当クラブは革新性と柔軟性のあるクラブとい
うパイロットクラブでもありますが２０年という当クラ
ブの歴史、数々ある素晴らしい奉仕活動の功績、
堺フェニックスRCカラーや良いところはそのままに

、もっと参加しやすい奉仕活動、例会等、改善して
いくべき点は積極的に行い他のクラブに模範とな
るようなクラブになればと考えております。

次年度はバリ島への親睦記念旅行、それに伴い
インドネシアでの奉仕活動ができないか計画、調
査中です。勤務等ご都合もあると思いますが会員
皆様で行けることを切望します。

そして次年度も堺フェニックスRAC、帝塚山学院
泉ヶ丘中学高等学校IAC、の青少年に対する成長
する機会等支援は今年度以上に行います。

会員皆様、次年度はどんな奉仕活動を行いたい
ですか？当クラブは元来、会員皆様からの積極的
な意見を尊重するクラブだと私は思っております。
現在地域でこんな活動してるけど・・規模を大きくし
たい。や、こんな活動をしたい。等提案をいただけ
ませんか？会員一人ひとりの提案、意見を私はし
っかり吸い上げ一緒に新しい奉仕活動を会員皆様
と一致団結‼和気あいあい‼を合言葉に世界中の
みならず、モノの始まり堺に住む地域住民に対し
行える年度にしたいです。

会長はクラブの顔にしかすぎず、クラブ内の主役
は会員皆様です。一緒に楽しみながら進める年度
にしましょ～(^_-)-☆

2016-2017年度
会 長 松田 香純



ニコニコ報告

パストガバナー 米田眞理子会員
会長・幹事上半期御苦労さまでした。

ソウル国際大会にて分科会を任されました。
参加される方お手伝いをよろしくお願いします。

会長 仲峯 豊会員
本年度最終例会です。本日まで多大な奉仕活動あ

りがとうございました。
１２月クリスマス家族親睦会、大いに楽しんで行き
たいと思います。

会長エレクト 松田香純会員
年次総会 上半期報告会が無事終わりうれしい限

りです。
次年度理事役員会１２月１２日です。次年度理事

役員の皆様よろしくお願い致します。

中井昭宏会員
上半期報告会お疲れさまでした。

次年度理事役員のみなさまよろしくお願いします。

豊澤 浩会員
次年度理事役員選挙。

次年度クラブ運営に協力しましょう。

仲峯由美会員
上半期報告会ご苦労様でした。

クラブ管理運営に対し、皆様のお力で何とか出来ま
した。ありがとうございました。

金谷昌信会員
上半期、会長幹事、御苦労さまでした。下半期も

宜しくお願いします。

掛水義久会員
とても寒くなりました。体調に気を付けて年末を

のりきりましょう。

村井知子会員
ロータリアンの皆様こんばんは。急に寒くなって

きました。お身体ご自愛してください。

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。出席す

るたびに学びのがあります。今後もよろしくお願い
します。

幹事 宮前美穂子会員
今年もあと１ヶ月となりました。身体に気をつけ

て頑張りましょう。
１２月クリスマス家族親睦会は家族で参加して楽し
い思い出を作りましょう。

Make-up報告
12/5 中井 昭宏 堺フェニックスRAC

松田 香純 堺フェニックスRAC

12/13 中井 昭宏 RAC・IAC合同クリスマス例会

RAC・IAC合同クリスマス例会

12/19 米田眞理子 ＲＡＣ四地区交流会

中井 昭宏 ＲＡＣ四地区交流会

松田 香純 ＲＡＣ四地区交流会

End Polio Now



Ｒ Ｉ Ｄ 2 6 4 0 ・ 2 6 5 0 ・ 2 6 6 0 ・ 2 6 8 0 四 地 区 交 流 会

ローターアクトの四地区交流会が薬業年金会館で開催
されました。今年度の四地区のローターアクトのテーマ
はEND POLIO NOWです。地区役員は事前にセミナー
などに参加し学習をして、この開催にこぎつけたようです

今回は各地区のロータリー財団委員会とのジョインでおこ
なわれ１ました。

まずは２６４０ロータリー財団委員会委員長の講演で始まり
ました。その後各テーブルにPDG、財団委員会の地区役
員、堺フェニックスRACがテーブルリーダーとなり、
『今、ローターアクトにできることを』考える研修会が始まり
ました。とても有意義な研修会でした。

このローターアクトの行動は日本では初めての試みです。
これから彼らが何を学び行動していくのかが楽しみです。

新しい若い力が今後の日本のロータリーには必要です。



ソウル国際大会での分科会に
「Increasing Female Members 

女性会員の増加について」

Tuesday, 31 May, 13:00-14:00

今や世界の多くの地域で、女性がロ
ータリーで活躍しているものの、その
他の地域では女性会員数の成長（特
にリーダーシップ職）が遅れています
。この分科会では、日本のロータリー
リーダーが、特に若い女性職業人の
参加の重要性について、また、女性
の入会を拒否するクラブへのアプロ
ーチを討論します。さらに、国際レベ
ルで活躍できる女性ロータリーリーダ
ーの育成についてもアイデアを交換
します。
モデレーター：PDG Mariko Yoneda

５月31日13時から14時です。
お手伝いいただける方は米田までご連絡
ください。

クラブ名 氏名（ローマ字） ロータリアン
RACT IACT 会員番号 大会登録番
号

1月中に宜しくお願い申し上げます。



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トクラブ-帝塚山学院泉ヶ丘中学高校インターアクトクラブ
姉妹クラブ締結調印式
世界初 ローターアクトクラブとインターアクトクラブが姉妹クラブとなりました。
ローターアクトとインターアクトが連携し、両プログラムの発展に重要な働きができるよう歩ん
で参ります。


