
第８８６回例会 通巻８３０号

平成２８年１月８日 2016-17年度会報 Ｎｏ.7

２０１５-１６年度 第１３回目 新春例会

エクシブ有馬離宮にて

日時 2017年1月8日（日）17時半より（現地集合）
場所 エクシブ有馬離宮

神戸市北区有馬町1661-11 ＴＥＬ078-907-
4111 アクセス（別紙）
会費 会費3000円で和洋中華ブッフェ

飲み放題（クラブから補助金あり）

※ 1月度第7回理事会開催
※ 宿泊希望の方は相談可能。有馬温泉・露天風呂
入浴可能。
※ 別途参加費で、希望によりカラオケならびにラウ
ンジ、バー

参加可能

2015-16年度 次回第１4回第２例会ご案内

１月21日（土）
１８：３０より

レディデンツヨネダ会議室
ログハウス

Rotary Serving Humanity 2016-17年度RI会長 John F. Germ

人類に奉仕するロータリー

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

２０１６ - ２０１７年度

地区ガバナー 福井隆一郎

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

例会日 毎月第１土曜日18：30～
例会場 サンスクエア堺Ｂ棟 第５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

昨年は、ポリオ（小児まひ）の発症数と発症地
域数が、いずれも過去最少となりました。各地
での地道な予防接種活動が功を奏しています。
活動を継続できるのは皆さまからのご支援のお
かげ。深く感謝いたします。これからもポリオ
撲滅活動へのご協力をお願いいたします。



2016年12月3日例会の記録

会長 仲峯 豊

いよいよ年も暮れ、師走の忙しい時期になりました
本日は遠路はるばる2650地区福井フェニックスロータ
リークラブ姉妹クラブ友好委員長武田瑞啓様、副委員
長前川美江様ようこそお越しくださいました。ありが
とうございました。
吉岡会員のご紹介で入会希望の山崎昌宣（あきのり

）様、先月もお越しくださいましたが、今月は奥様と
一緒に参加いただきました、吉田貴美子様、野々下一
弘様ようこそお越しくださいました。
本日の例会にお忙しい中参加いただきました。シャ

ンプーハットの哲児会員さん、毎日新聞プロデューサ
ーの村上清司会員、歌手のさちこ様ありがとうござい
ます。
今回御入会予定が10名おられます。1月には御入会

され、現在97名でついに会員数が100名を突破いたし
ます。これもひとえに会員皆様のご尽力の賜物だと思
います。感謝申し上げます。当然地区一にはなりまし
たが、いよいよ明年は日本―めざして、今度の目標は
150名を目指したいと思います。会員皆様何卒よろし
くお願い致します。
今月のロータリーの友に私たちの会員増強の事が載

っております。右から見開いていただいて縦組の31ペ
ージ下の段に「目指せ！100人の会員増強プロジェク
ト」として載っております。澤谷廣典会員が投稿して
下さいました。現在澤谷会員は32名の会員の増強に尽
力されました。まさに１クラブ作るような勢いでござ
います。お陰でスポーツ関係、芸能関係、マスコミ関
係者が沢山御入会されました。そこで今回クラブより
感謝状を贈らさせて頂きました。今回澤谷会員のご紹
介で入会申し込みをいただいた黒木 茜様は先日のリ
オでのオリンピックに日本代表として参加された馬術
の選手です。素晴らしい方を推薦頂き、感謝申し上げ
ます。
私達クラブは近畿大学ボクシング部を支援しており

ます。今年度も支援金を贈呈させていただきす。東京
オリンピック出場に向け選手の強化のための支援金で
す。ボクシング部のご活躍をご期待しております。
次回17日は、幸助さまの演芸と串カツだるまでのク

リスマス合同例会としてKUMATORI向日葵RCも参加され
ます。皆様も是非ご参加の程よろしくお願いいたしま
す。
今月はロータリー家族月間です。日ごろ会員の家族

の皆様に感謝をもって接していただければと思います

時間が会えばご家族の皆様にも例会にどんどん参加
いただいて、そしてロータリーを知っていただき、共
々に奉仕の気持ちをもって仲良く楽しく人生を進んで
行っていただきたいと思います。
いよいよ150名目指して来年もよろしくお願い致しま
す。

幹事 宮前美穂子

①先月のロータリー財団への寄付金につきましては
、たくさんの方に寄付を頂きました。感謝申し上げ
ます。ありがとうございました。
②12月17日のクリスマス移動例会のご案内
13時30分開場となっております。
上方ビル4階トリイホール
30名の入場券があります。

どうぞよろしくお願い致します。
終了後6時より新世界元祖串カツだるま心斎
橋店にて例会ならびに懇親会を行います。

③例会終了後19時45分からこの場所で理事会を行い
ます。理事役員はお残りください。
④12月のロータリーレートは１ドル＝106円となっ
ております。

福井フェニックスＲＣ
姉妹クラブ友好委員長 武田瑞啓様
姉妹クラブ友好副委員長 前川美江様

入会予定者
山崎 昌宣ご夫妻様
吉田 貴美子様
野々下 一弘様
歌手のさちこ様
稲田 直樹様

お客様紹介 掛水親睦委員長



2016年12月3日例会の記録

福井フェニックスＲＣ
姉妹クラブ友好委員長 武田 瑞啓様

感謝状贈呈式

会員増強に貢献された功績を称え澤谷会員に
感謝状を贈呈いたしました。

青少年奉仕
近畿大学体育会ボクシング部に
オリンピック強化のための支援

上半期報告

本年度の会員目標を100名として参りましたが、上半
期で既に97名の会員の増強が出来ました。
これもひとえに会員皆様のご尽力のたまものだと思い
ます。本当にありがとうございました。
特に先ほど感謝状を贈らせていただいた澤谷会員には
、いろんな分野の方をご紹介いただき感謝の気持ちで
いっぱいです。
私達クラブは今や地区で一番の会員数をもったクラブ
になりました。
いよいよ下半期は150名会員増強を目標に、日本一を
目指して進んでまいりたいと思います。
今後共よろしくお願い致します。

会員増強委員会
委員長 金谷昌信

今年度上半期はホームページも充実しました。
またロータリーの友にも毎月というほど掲載されまし
た。7月熊本震災支援の事、9月国際大会での米田ＰＤ
Ｇによる分科会の内容、12月会員増強についての事、
また1月にも掲載される予定です。米田ＰＤＧの俳諧
の投稿等いろんな形で今後もロータリーの友に投稿し
て参ります。
この様に堺フェニックスロータリークラブがどんどん
と広報され、今や日本一のクラブ目指して進んで行き
たいと思います。
また会員の中には、著名な芸能界、スポーツ界、マス
コミ関係等多彩な方々が入会され、有名な方がたくさ
んおられます。今後も堺フェニックスロータリークラ
ブの広報活動につながっていくと思います。下半期も
いろんなアイテムを使って広報活動をして参りたいと
おもいます。よろしくお願いします。

クラブ広報委員会
委員長 京谷知明

今年度より月２回の例会になり、場所もサンスクエア
堺を借りて例会を運営して参りました。
そして会員も１００名以上になり、今までのログハウ
スでは手狭になってきました。
会員も増え、クラブ運営特に例会の準備等はたくさん
の会員にお手伝いしていただき本当に感謝いたします
。

管理運営委員会
委員長 瓜生島成子



下半期はますます会員が増えてくると思います。
有名な芸能界、スポーツ界、マスコミ関係の方々が入
会され、どんどん卓話をしていただけるよう運営して
参りたいと思います。

上半期はたくさんの会員が御入会されまた、毎月例会
に見学のお客様や入会希望者がたくさん来られ、今や
１００名を超える会員数になりました。
特にガバナー公式訪問には１０８名という例会の出席
者でした。
１０月には創立２０周年記念の前哨戦として韓国釜山
に親睦旅行を致しました。
また本日は友好クラブである福井フェニックスロータ
リークラブの姉妹クラブ友好委員長と副委員長が参加
され、明年には福井フェニックスロータリークラブ様
と合同例会を開催する予定です。
今月は１７日にクリスマス例会を演芸と懇親会の例会
を行います。
たくさんの会員にぜひご参加ください。よろしくお願
いします。
下半期もますます会員が増える予定です。今後も例会
にはたくさんの入会希望者やお客様が来られると思い
ます。
皆さん楽しんで親睦を図ってまいりたいと思いますの
でよろしくお願いします。

社会奉仕委員会は2013-2014年度より堺かるた大会を
開催してまいりましたが、地域のみなさんで開催が可
能となりましたので継続事業を昨年で中止し、今年度
は堺地域の小学校に『堺かるた復刻』贈呈を行いまし
た。

竹山堺市長を訪問し贈呈をさせていただきました。
また、堺市社会福祉協議会にも寄付を行いました。

親睦・友好クラブ委員会
委員長 掛水義久

奉仕プロジェクト委員会
委員長 中井昭宏

国際奉仕委員会は昨年度プロジェクトのタイ王国識字
率向上に関しての現状確認を行いました。
また韓国国際大会やフェイスブックの投稿によりフラ
ンスのロータリークラブより姉妹締結の希望があり、
現在調整中です。
青少年奉仕委員会はこれまでから提唱しています堺フ
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
ターアクトのサポートを続けています。
特に堺フェニックスRACと帝塚山学院泉が丘中学高校
IACは強い絆で姉妹クラブ締結をしています。
近畿大学体育会ボクシング部のオリンピック強化のた
めの支援も行っています。

クラブ会報は会員の皆様にわかりやすく伝えることが
できるように努めてまいりました。またフェイスブッ
クと連動し広報の一つとしても構成を行ってきました

ロータリー財団は、皆さまからのご寄付を、世界中の
人びとへの奉仕に役立てています。時間と資金、そし
て職業人としての経験と知識を生かして奉仕活動をす
るロータリアンの世界的ネットワークを通じて、ご寄
付は、ポリオの撲滅や平和の推進といったロータリー
の優先活動のために有効に活用されています。また、
財団の補助金は、ロータリアンが貧困、識字、飢餓な
どの問題に持続可能な方法で取り組むことを可能とし
ます。
徹底した資金管理、 慈善団体としての高い評価、独
自の資金モデルは、ロータリー財団が皆さまのご寄付
を大切にしていることを物語っています。今、そして
未来の世代のためにより良い世界をつくるロータリー
の活動をご支援ください。
11月度にロータリー月間にご寄付をいただきました

が、会員の皆様がロータリー財団へのご寄付よろしく

クラブ会報委員会
委員長 中井昭宏

ロータリー財団
委員長 小山 武士



お願いいたします。
当クラブのこれまでの実績として
メジャードナーレベル2 米田眞理子会員
メジャードナーレベル1 中井昭宏会員

松田香純会員

ポール・ハリス・ソサエティメンバー
米田眞理子会員・中井昭宏会員・松田香純会員

べネファクター
米田眞理子会員・中井昭宏会員・松田香純会員
豊澤 浩会員

ロータリー財団功労者表彰 松田香純会員

ロータリー財団専門家グループメンバー
米田眞理子会員・中井昭宏会員・松田香純会員

当クラブはロータリー財団にも強いクラブです。

今後も随時、皆様からのご寄付を受け付けます。どう
ぞよろしくお願いします。

上半期、私入れて３名の元米山記念奨学生が晴れて堺
フェニックスロータリークラブの会員として活躍させ
ていただいております。また卓話もさせて頂きました
。
また今まで堺フェニックスロータリークラブにお世話
になった元奨学生からいろんなうれしい便りが来まし
た。
また韓国での国際大会に元米山記念奨学会として２名
の会員が参加され、たいへん思い出を作らせていただ
きました。
下半期も米山奨学生らしくロータリアンとして頑張っ
てまいります。ありがとうございました。

今年度から月2回の例会になりました。場所もサンスク
エア堺で開催いたしました。
会員もたくさん増強され、例会の運営も準備も皆さん
で行うことが出来ております。
先日のガバナー公式訪問には108名の会員、お客様が参
加され混乱もなくとどこおり無く終わることが出来ま
した。準備時間が30分しかありませんが、会員がお手
伝いしていただき本当に感謝申し上げます。
下半期も会員が増える予定です。スムーズな例会運営
と出席向上目指して今後共ご協力の程よろしくお願い
致します。

米山記念奨学委員会
委員長 李 受津

SAA・出席プログラム委員会
委員長 カスムニアズ・アドラフマン

年次総会
只今より年次総会を開催したいとおもいます。

クラブ定款細則第5条第1節の定めにより、役員を
選挙する為の年次総会を毎年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
て開催いたします。
総会の定足数は会員の1/3以上の出席にて成立いた
します。現在会員数97名でございます。よって33
名以上で成立いたします。本日の出席者数は、31
名及び委任を受けた会員数は、35名、合わせて66
名よって定足数に満たしておりますので開催させ
ていただきます。
この年次総会では次年度2017-2018年度7月1日か

らの理事役員を決めたいと思います。では理事役
員候補のお名前をお呼びします。呼ばれた会員は
前にお願いします。

会 長 澤谷廣典
直前会長 仲峯 豊
会長エレクト 鈴木順也
副会長 米田眞理子
幹 事 カスム
会 計 金谷昌信会
クラブ管理運営委員長 山内春美
親睦（友好クラブ）委員長 京谷知明
会員増強・維持委員長 吉岡和秀
クラブ広報委員長 村上清司
奉仕プロジェクト委員長 乾 一樹
国際奉仕委員長 中出博哲
社会奉仕委員長 澤谷勇奨
青少年奉仕委員長 小山武士
ロータリー財団 中井昭宏
米山記念奨学委員長 曲 航平

では会員の皆様、今出てきていただいた理事役員
の方々で次年度クラブ運営にお願いしたいと思い
ます。ではご賛同の方は拍手をもってよろしくお
願いします。（全員拍手）
はい、今回委任を受けた35名含め全員満場一致で
結審いたしました。皆様ご協力ありがとうござい
ました。
以上で年次総会を閉会いたします。



福井フェニックスＲＣ武田瑞啓様
皆様永平寺にお越しください。
では一句「霜降るや 石の地蔵の赤頭巾」

会長仲峯 豊会員
本日もたくさんのお客様のご参加ありがとうございま
す。
福井より武田瑞啓様、前川美江様ようこそお越しくだ
さいました。
本年はいろいろとありがとうございました。

中井昭宏会員
ロータリー財団月間のご寄付頂きましてありがとうご
ざいました。
福井フェニックスより武田瑞啓様、前川美江様ようこ
そお越し頂きました。
近畿大学への支援ありがとうございます。

松田香純会員
福井フェニックスより武田様、前川様ようこそお越し
頂きました。
上半期報告会お疲れ様でした。
下半期もロータリー財団への寄付よろしくお願い致し
ます。

金谷昌信会員
本日はたくさんの新入会員、そしてお客様にお越し頂
き誠にありがとうございます。

掛水会員
ようこそお越しくださいました。

八田眞一会員
福井フェニックスＲＣ武田様、前川様本日はありがと
うございました。
多数のお客様ありがとうございます。

鈴木順也会員
本日もよろしくお願いいたします。

柳田 貢会員
ロータリークラブの御縁で多くのいい人達と知り合え
ました。感謝しております。

宮前美穂子会員
福井フェニックスＲＣ武田瑞啓様、前川美江様遠い所
からようこそお越しくださいましてありがとうござい
ます。入会希望の皆様方またご友人、そしてシャンプ
ーハットの宮田哲児様、毎日新聞大阪開発プロデュー
サーの村上清司様、歌手のさちこ様皆様どうぞごゆっ
くりなさって下さい。

ニコニコ報告



1944年、ポール・ハリスは、存命中は収益を自分へ、没後は妻のジーンへ、ジーンが亡くなった後は、
残高すべてをロータリー財団へ送るという公益信託を創設した。1964年にジーンが亡くなると、この遺
贈を受けた財団管理委員会は、ハリスの遺志を継いで、恵まれない子どもたちの教育にこの資金を役
立てている。

支援する財団プログラムを指定し、敬愛する人の名を冠した寄付をする人もいた。オーストラリア出身
のロータリアンとして初めてロータリー会長（1948-49年度）に就任したアンガス・ミッチェルは、その伝統
を始めた一人である。ミッチェルは1949年、オーストラリアの学生を支援する奨学金を設立し、妻の名
前を取って「ティーニー・ロバートソン・ミッチェル・メモリアル・フェローシップ」と名づけた。これが長い伝
統となり、今日まで続いている。

イタリアのブルーノ・ギージは、リミニ・ロータリークラブ会員であった父親を偲んで何かしたいと考えて
いた。父からいつもロータリーの素晴しい活動を聞いて育ったギージは、学校を出て家業を手伝い、後
に自らソフトウエア会社を設立。これがイタリアで大手の会社に成長して成功を収め、自らもロータリー
に入会して、クラブ会長に就任、その後ロータリー財団メジャードナーとなった。1988年、父親の没後20

周年を機会に、35万ドルをロータリー財団に寄付し、これをアフリカとブラジルの難民や病気の子どもた
ち、またストリートチルドレンを助けるための冠名基金とした。
財団の慈善活動の恩恵を受けた人の中には、ほかの人も同じ経験ができるように、恩返しの寄付をす
る人もいた。例えば、ロータリー財団の初代奨学生の１人であった緒方貞子氏は、大学生のときに受け
た奨学金に対する感謝の印として、後に財団へ１万ドルを寄付した。「私が今の道を歩んでいるのは、
ロータリーのおかげです。国際親善奨学生としてアメリカに渡らなかったら、国際関係を学びたいと志す
ことはなかったでしょう」

リヒャルト・イルゲン氏は、ドイツ、マインツからの国際親善奨学生として、米国イリノイ州、エバンストン
のノースウエスタン大学でビジネスと経済学を学んだ。卒業後はクラフトフーズに入社し、そこで輝かし
いキャリアを築くと、ほかの人にも自分と同じような奨学金の機会を提供したいと考えるようになった。イ
ルゲン氏は、イレーネ夫人とともに寄付を決め、クラフトフーズからの上乗せ寄付も確保して、計23,000

ドルを提供。この寄付で、ドイツの地区からノースウエスタン大学に留学する奨学生1名を支援した。


