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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
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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

100のよいことをしよう
財団100周年の今年度、皆さんの「100の
よいこと」を紹介して、キャンペーンにご参
加ください！世界中のロータリークラブや
ローターアクトクラブがどんな活動をしてい
るかも知ることができます。

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



こんばんは
本日は良い天気になりました。また沢山のメー

キャップをしていただき感謝申し上げます。
今日の例会はクラブ協議会で委員会の皆様に次年
度の活動方針を発表していただきますので、手短
にお話いたします。まずは先日熊本地震で被災さ
れ、また亡くなられた方々に追悼の意を表します
。
今熊本では復興の兆しが見え掛けていますがま

だまだ大変な地域があります。私達、堺フェニッ
クスRCも震災支援に行かせていただきました。
米田PDG筆頭に京谷会員、猿田会員が現地に行

っていただきました。本当にありがとうございま
した。宇城市及び現地ロータリークラブより感謝
状を頂きました。

・4月10日の福井フェニックスRCさんとの合同例
会は楽しい一日を過ごすことが出来ました。福井
フェニックスRCさんよりお土産を頂戴いたしまし
た。ここにご報告させていただきます。
・5月度ロータリーレートは1ドル110円となって
おります。

2016年5月3日（木）例会の記録（第872回）

Be a gift to the world 世界へのプレゼントになろう

いよいよソウル国際大会が近づいてきました。みな
さんは国際大会で何をしますか。

世界中のロータリーの友人と再会できるチャンスで
す。日本の伝統を広める機会でもあります。さあ
楽しみましょう。

5月31日には『 女性会員の増加 』分科会が開催
されます。ぜひ参加して下さいね

ポリオに感染してしまったわが子を診療所に連
れてきたパキスタンのこの男性は、「予防接種
従事者たちはスパイ」と思い込んで子どもへの
予防接種を拒んできました。このような誤解の
犠牲となる子どもがいなくなるように、世界が
声を一つにしてポリオ撲滅の重要性を訴えてい
きましょう。



会員増強維持委員会 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、１６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３９名とな
っており実質１１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。

選考・職業維持委員会 米田眞理子委員長

本年度はパイロットクラブとして素晴らしい成果を上げ
ることができました。
今年度の規定審議会では職業分類が撤廃され、会員
身分も柔軟になりました。
ゆえに会員の増加が見込まれます。いろんな職業分
野の方々の入会の門戸が広げられるようになりました。
本年でこの委員会はお役御免となりました。今までい
ろいろとありがとうございました。

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。
皆様のおかげで堺フェニックスRCは世界に向けて発
信し、多大な広報活動が出来ました。
本当にありがとうございました。

クラブ会報委員会 中井昭宏委員長

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 瓜生島成子委員長

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。
例会場がいつもいっぱいで入りきれなかった時もあり、
立ち見での例会でした。
外部での例会も初めての試みで、雨が大変でしたが新
鮮な気持ちでさせていただきました。
また青少年との交流も充実してきました。
新会員も１６名の方々が入会されました。大変喜ばしい
限りです。
またいろんな親睦会・交流会をさせて頂き、親睦活動に
友好活動に力を入れさせていただきました。

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、毎回
の例会に延べ250名ののお客様にお越しいただきました
タイ王国のルンピニＲＣとの姉妹クラブ。
堺フェニックスファミリ－バーベキュ大会、クリスマス親
睦会の開催。
福井フェニックスＲＣ合同例会も開催し、大阪を満喫し
て頂きました。 ８串カツだるま、吉本新喜劇）



奉仕プロジェクト委員会 中井昭宏委員長

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
張っていました。その甲斐があり今回からＭｙ Ｒｏｔａｒｙ
への入力から自動的にＲＩ会長賞が評価されます。堺フ
ェニックスローターアクトがＲＩ会長賞を２年連続受賞しま
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同のた
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。

国際奉仕委員会 中井昭宏委員長

タイ王国 アムナートチャルーン県に
水槽付消防ポンプ自動車の寄贈

堺市より無料で譲って頂いた消防車をタイの姉妹クラブ
であるルンピニＲＣと協力し寄贈事業を行った。

タイ王国小
小学校への識字率向上プロジェクト

バンコク市内２１の小学校の対し教科書支援を実施し
た。現在、６人で１冊の教科書を使用している貧困地域
にある小学校に行った。

今回の事業は我々リータリーのパートナーであるロー
ターアクトと共に奉仕プロジェクトを開始するため、タイ
バンコクの地に向かった。

タイの支援した教科書
には、ローターアクトが
作成したステッカーが
貼られました。



社会奉仕委員会 中井昭宏委員長

今年度は新たな社会奉仕事業として近畿大学体育会ボ
クシング部への支援を開始しました。

東京オリンピックを目指して大きく羽ばたいてほしい願いを
こめて支援活動を行う。

熊本・大分災害支援事業、堺市と宇土市が姉妹都市でも
あり堺市長からの要請もあり支援物資の搬送も行った。
堺市役所前でセレモニーが行われた。
宇土ＲＣより、ロータリーの友情に感謝のメッセージを頂き
ました。

青少年奉仕委員長 松田香純委員長

当クラブは提唱を
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
初芝立命館高校インターアクトクラブ

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。

ローターアクトとインターアクトの姉妹クラブ締結

帝泉インターアクト・ポリオ・チャレンジ

ローターアクトクラブの指導の下、インターアクトが自ら
ポリオ撲滅について考える機会ができました。

現在、ローターアクトは月２回例会
インターアクトは月１回例会を開催しています。

ぜひ次年度はみなさん、出席をお願いします。



日韓青少年交流会は米田ＤＧ年度より日韓の友好を願い
Rid2640とRid3650のインターアクトの有志により開催さ
れています。

アジア太平洋地域ローターアクト会議が日本で開催され
ました。我がクラブの提唱ローターアクトのメンバーも出席
しました。タイ チュラーロンコーン大学ローターアクトのメ
ンバーとも再開できました。

ソウル国際大会のローターアクト前会議にも日本代表とし
て上田君、高瀬さんが出席しました。

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、

ロータリー財団功労者 表彰受賞
松田 香純会員

ロータリー財団専門家グループのメンバー
米田眞理子会員・中井昭宏会員・松田香純会員が選
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 村尾利一委員長

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。
例会運営に御協力をお願い申し上げます。ありがとう
ございました。



ROTARY INTERNATIONAL CONVENTION 2016



ROTARY INTERNATIONAL CONVENTION 2016
Breakout Sessions

TUESDAY, 31 MAY 13:00-14:00

Increasing Female Members

Moderator     Mariko Yoneda

Speaker     Taika Ueda  (Rotaract)
Speaker     Risa Takase (Rotaract)

Speaker     Akihiro Nakai



ニコニコ報告

KUMATORI向日葵RC 角谷純郎様
本日2回目となるメ－キャップさせていただきます。
有り難うございました。

堺利昌RC 八田眞一様
本日、メーキャップさせていただきます。よろしく
お願いします。

堺フラワーRC 吉岡和秀様
初めての堺フェニックスRCのメーキャップに伺いま
した。大変勉強になりました。

堺フラワーRC 藤井榮子様
始めまして今後共よろしくお願いします。

堺フラワーRC 山内春美様
始めまして今後共よろしくお願いします。

堺フラワーRC 鈴木純也様
屋外での例会に参加して楽しかったです。

会長 仲峯 豊会員
皆様 こんにちは、今日は良い天気で良かったと思
います。メーキャップの皆様ありがとうございまし
た。今後共よろしくお願いします。

中井昭宏会員
多くの方々のメーキャップ頂き感謝申し上げます。
ようこそ堺フェニックスRCへ
熊本地震災害復興支援お疲れ様でした。

豊澤 浩会員
2460地区RA地区大会に出席し、若い人とロータリー
の勉強をしてきました。

掛水義久会員
おかげさまでだいぶ足がよくなりました。
おもっきり汗かいて、大工仕事したいです。

伊原哲士会員
熊本地震の支援お疲れ様でした。さすがロータリー
です。

上好まゆみ会員
体調がよくなかったのでソウル国際大会キャンセル
しました。すみません。

瓜生島成子会員
いつもお世話になっております
ソウル国際大会楽しみにしております。

村井知子会員
本日はありがとうございました。

【私たちも信じています】

「ポリオ撲滅への前進を素直に喜べないような懸念を
抱く方も大勢いると思いますが、（アフリカ最後のポリ
オ常在国であった）ナイジェリアでは、既にポリオフリー
の状況が1年以上続いており、これはつまり、アフリカ
全体で1年以上、野生型ポリオウイルスによる発症が
起きていないことを意味しています。現在、常在国はパ
キスタンとアフガニスタンの2カ国のみとなっています。

私は信じています。私たちは今、あと一歩でポリオを
撲滅できるところにいるのです」

Bill & Melinda Gates Foundation （ゲイツ財団）のチ
ーフエグゼクティブ、スーザン・デズモンド・ヘルマン氏
は、 The New York Times とのインタビューで、ポリオ
撲滅活動の現状についてこのように述べました。

ロータリー“も”信じています。

野生型ポリオウイルスによる今年の発症数は、
6月7日時点で合計16件
（パキスタン：11、アフガニスタン：5）。昨年同時

点における26件より低い数字となっています。

先日のG７伊勢志摩サミットで各国首脳がポリオ撲滅
の目標を再確認した今、ウイルス伝播を食い止めるた
めの全力の活動が必要とされています。


