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前回の例会 

2016年 7月 15日(日)第 1715回 

卓 話 「堺北ＲＣと私、パート２」 

卓話者 池田 茂雄 会員 

今週の歌 「奉仕の理想」「堺北ＲＣの歌」 

「かもめの水兵さん」 

お客様の紹介 南埜かなめ様 

       グェン・ティ・パンガー様 

入会式 田口 隆様  

南埜 貴史様 

出席報告・会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 
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2016年 7月 22日 第 1715号 

 

2016年 7月 22日(日)第 1716回 

卓 話 「クイズ・法律豆知識」 

卓話者 中川 澄 会員 

今週の歌 「奉仕の理想」「港」 

お客様の紹介 

出席報告・会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

 

 

 
2016-17 年度 国際ロータリーのテーマ 

「人類に奉仕するロータリー」 

国際ロータリー会長 ジョン F.ジャーム（米国・チャタヌーガ RC） 

本日の例会 

 

時間 

 

2016年 7月 30日(土)第 1717回 

例会変更・「ビアパーティー」 

  於いて、太閤園 

  受付 午後５：３０～ 

  開会 午後６：００～ 

  閉会 午後８時００分 

＜７月８日(日)の出席報告＞ 

会 員 数           32名 

出席会員           21名 

欠席会員             11名 

ゲ ス ト                  2名 

ビジター                  0名 

7月 1日(金)の出席率    86.66％ 

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.みんなのためになるかどうか 

事務所  〒590-0940堺市堺区車之町西 2丁 1番 30号 ポピア南海 3階 302号 

Tel（072)223-2300番  Fax(072)223-5005番 

URL     : http://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

例会日 毎週金曜日 午後 0時 30分  

例会場 南海グリル 天兆閣別館 4階「ローズ」 Tel:(072)222-0131番（代表）  

ガバナー(第 2640地区)  ： 福井 隆一郎 

ガバナー事務所  URL   ： http://rid2640g.com/fukui/  
        E-mail ： fukui2016@wind.ocn.ne.jp 
会長：中田 学  幹事：笹山悦夫  広報委員長：坂田兼則  編集者：池田茂雄 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10 月 8日 

次週の例会 

 

時間 
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「 入会のご挨拶 」 

会員 田口 隆 

 

この度、堺北ロータリークラブに入会させていただくことになりました田口です。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

職業はスタンプの企画販売メーカーとしてオリジナルのスタンプを作っております。 

私は、皆様の先輩が作られました堺北ロータリークラブの子クラブ、堺北西ロータリー

クラブのチャーターメンバーで入会し、その後 20 周年を迎えるまでロータリーを続け

てまいりました。 

残念ながら、20周年で解散ということになりましたが、早いものでそれから3年がたち

ました。 

昨年より城岡さんをはじめ皆様からお誘い頂き、誠意に押され入会を決意致しました。 

前ロータリーを始めましたのが４０代前半、現在６７才。７０才手前になって今さらロ

ータリーはどうかというのが、本音ですが・・。 

一生懸命お誘い頂いた皆様に感謝いたしております。 

親クラブとはいえ私にとっては新しいクラブでございます。一年生として、皆様のご支

援、ご指導をお願いいたしまして、入会のご挨拶とさせていただきます。 

 

 

「 入会のご挨拶 」 

会員 南埜 貴史 

 

本日より、堺北ロータリークラブのメンバーの一員にさせていただくことになりまし

た、南埜貴史です。どうぞ、よろしくお願い致します。 

まず、自己紹介をさせていただきます。 

私は、堺生まれ堺育ちの３７歳です。早く社会人になりたかった私は、両親の猛反対を

押し切り高校を１６歳で早くも中退し、地元にある外壁工事会社に職人として勤めだ

し、２０歳までの４年間修業をし、２０歳で独立するのが夢であった私は退社して親方

として自分で仕事を受注して行くようになりました。その後、２８歳で結婚をし、現在

小学校３年生になる息子を一人授かりました。 

腰痛がひどかった私は、体が資本である職人では家族を養っていけるか不安になり工事

会社の社長になる決意をし、息子が生まれた丁度1ヶ月後に、株式会社 昇栄という外

壁工事を主体とした会社を設立いたしました。現在１０期目になり、仕事の幅を増やし

まして屋根工事・防水工事・塗装工事・セルロースファイバー断熱工事、内外装リフォ

ーム工事などの仕事をさせていただいております。 

ロータリークラブはすし亭幹の小西さんからのお誘いで入会を決意いたしました。実に

４年間くらいの間お断りしていたのですが、あまりの熱心なお誘いに私も根負けいたし

ました。ボランティアや奉仕活動に興味を持つようになり、入会させて頂くことになり

ました。若輩者である私が、このような立派な人たちのお仲間にさせて頂き光栄に思っ

入  会  式 

時間 
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ておあります。 

この度、推薦人になってくださいました小西さん、中川先生には心より感謝しておりま

す。有難うございます。 

私の会社には私の右腕になる人材がおらず、クラブ活動に参加できない日も多数あるか

もしれませんが、できるだけ努力しクラブの発展に努めていきたいと思います。 

どうも、本日は有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「堺北ロータリーと私・パートⅡ」 

会員 池田茂雄 

 

私、45歳で入会させていただき、現在満80歳ですから随分と年月が過ちました。 

創立１周年目に入会させていただきましたが33名の会員がいらっしゃいまして、私が

34人目でした。入会当時の会員さんの中には、明治、大正生まれの方が半分以上いら

っしゃいました。私より若い方は、武田正さん(自転車)、星野伸次さん(ブラウス)、小

松照雄さん(証券)、そして堀畑好秀さんの４人でしたが、堀畑さん以外の方は全員退会

されました。 

当クラブは当初31名でスタートし、それ以降、本日の入会者2名を含めまして｢126

名｣が入会されました。退会者は在席中の死亡退会者13名、それ以外の退会者が112

名で、本日現在32名の会員となりました。本日、125番目と126番目の会員が誕生い

たしましたが、お二方、誠におめでとうございます。 

私の入会当時は、クラブ誕生から間もない頃でしたので、ロータリーについての勉強

会がかなりありました。例えば｢四つのテスト｣で印象に残っていることがあります。

｢言行はこれに照らしてから｣と言われておりますが、英語前文では、｢we think say or 

do｣なんです。即ち、「我々が、考え・言い・行う」なんです。言行はこれに照らしてか

らの｢言行｣では不充分なんです。入会以来、仕事上において、日常生活においても、四

つのテストを意識するようになりました。 

 私、現在までの中で一番の想い出は10周年記念行事の時のことです。難波の｢南海サ

ウスタワーホテル｣、現在の｢スイスホテル｣で記念式典が行われましたが、その時、私

ＳＡＡでしたので「例会・記念式典」で司会役をさせていただきました。｢ご来賓71

名、会員及家族79名｣参加者、150名の集りでした。又、堺北ロータリークラブの唄も

10周年の時に出来上りましたが、想い出深いものがあります。 

卓話の時間 

時間 
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２番目の想い出は25周年記念の時に、当クラブのホームページを立ち上げたことで

す。２ヶ月くらい、私ひとりで考えて構想を練りました。2005年10月5日(水)(平成

17年)に創立25周年記念事業の一つとしてホームページを立ち上げました。 

その後、４～５年かけて内容の充実に努めました。現在の当クラブホームページの中に

は、当クラブの歩みなど足跡がいっぱい詰っております。 

このホームページの主な内容について、紹介させていただきます。 

（1） ｢会員専用ページ・最後の項目｣ 

昨日、天皇の｢生前退位｣のニュースが大きく報道されました。実は、我が国の｢歴 

代天皇の一覧｣を会員専用ページの最後のところに掲載しております。現在の｢今上 

(キンジョウ)明仁(アキヒト)天皇｣は第125代天皇といわれておりますが、初代天皇 

はどなたでしょうか。｢神武天皇｣です。紀元前660年1月1日(旧暦)に即位されま 

した。新暦が施行された明治6年以降、新暦になおすと｢2月11日｣となります

が、この日が我が国の｢建国記念の日｣として祝日となっております。今から199年

前に、｢第119代光格天皇｣が｢生前退位｣され｢仁孝天皇｣が即位されて以来、生前退

位の例はありません。会員専用ページ最後のところをご覧下さいませ。詳細に掲載

されております。 

（2） ｢クラブの紹介｣ 

当クラブ誕生当時から現在までの歩みの状況が詳細に掲載されております。 

（3） ｢毎週発行のクラブ週報｣ 

   クラブの活動が詳細に掲載された内容となっております。世界中の人々がどこから 

でも自由に見れる状態となっております。ご注意下さい。 

（4） ｢ロータリークラブとは｣ 

  1905年2月23日(明治38年)ロータリークラブ発足以来の歴代、RI会長及びロー

タリーのテーマなどが詳細に掲載されております。 

（5） ｢会員専用ページ｣ 

  ユーザーコードとパスワードにより、ご覧いただけます。クラブの財務内容、会員 

の個人情報などいっぱいです。前述の天皇一覧もご覧下さい。 

以上のほか、｢クラブニュース｣・｢会員ホームページ｣・｢リンク｣など情報がいっぱ 

いです。 

｢堺北ロータリー｣と検索してもらいますと、検索ツールが表示されますので簡単に    

見ていただけますので、アクセスお待ちしております。 

 

 

 

会長 中田 学 

本日、平成２６年７月以来２年ぶりの新入会員さんを迎え入れる事が出来、紹介者の

皆様有難うございました。 

皆様ご存知の田口会員は、ロータリー歴２１年の大先輩です。北輪会ゴルフコンペに参

加頂き、奥野会員と城岡会員と同じ組で回って頂きやっと口説き落とされました。 

南埜会員はまだ３７歳と若く、堺北ＲＣの平均年齢をグッと下げて頂きました。南埜会

員も北輪会ゴルフコンペ、清心寮のＢＢＱ大会等にも参加していただいております。 

会長の時間 

時間 
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当クラブは、４０歳代が５名居られ、とりあえず若手と呼んでいます。若手の趣味が、

南埜会員と全て同じで、ゴルフとお酒です。ただものじゃない飲みっぷりです。早くＲ

Ｃに慣れて頂くには、私もそうだったのですが、ゴルフとか遊びで解け込んでいき、Ｒ

Ｃの事が少しずつ解って頂けたらと思います。若手もどんどん誘って来ると思います

が、ほどほどに！ 

昨日、堺清陵ＲＣの例会に子ども囲碁フェスタの名義借用のお願いと、合同例会の提

案に、山中会員・宇瀬会員・坂田会員と私の４名で出席してまいりました。今年１月く

らいまでに９名の増強があり、会員数が２２名で運営されています。 

出席率もかなりいいそうです。 

当日クラブアッセンブリーの日でしたので、色々勉強をさせて頂きました。当クラブに

はない委員会「クラブ管理委員会・健康管理委員会」がありました。例会後、場所を移

動し全員で懇親会をしました。北クラブの北輪会ゴルフ参加の申込みもありました。代

表世話人宜しくお願いします。 

 

 

 

広報委員会 

ロータリーの友 ７月号の紹介 

委員長 坂田兼則 

                                                                    

まず、新年度の７月号の友の表紙ですが、２０１６年から２０１７年度の国際 RCの

RI会長のジョン Fジヤームご夫婦の写真です。 

本年度の RI会長のテーマは「人類に奉仕するロータリー」です。 

左開きの横書きの 7Ｐから17ＰにかけてRI会長ジョンF・ジャーム氏の人となり

や、これまでの生き方、ロータリーに対する考え方が掲載されております。ぜひご一読

下さい。21Ｐから37Ｐには日本の各地区ガバナーが紹介されておりますが、33Ｐには

2640地区の本年度ガバナーの福井隆一郎氏が紹介されております。 

 そして、51Ｐには当クラブも協力いたしました熊本大震災に関しての「被災者へ支援

物資を輸送」と題して、堺フエニックスロータリーの猿田氏の記事と写真が掲載されて

おります。 

59Ｐには日本の地区別クラブ数・会員数・出席率一覧表が載っております。２６４０

地区はクラブ数 70、会員数１９５５人、出席率 86.06となっております。前年度１９

８６人にくらべて３１名減っております。 

右開き縦書き記事では、4Ｐから北海道中頓別ロータリークラブの杉澤総一郎氏の

「地域医療の取り組み」と題した記事が掲載されております。まだ４３歳の杉澤さん

は、歯科医師として北海道の中頓別を中心として老人ホームでの訪問診療を行っておら

れますが、その訪問診療の難しさを書いておられます。その中で、いかに他職種連携が

必要で難しいかを書かれておられます。 

最後に 29Ｐには、池田会員のご努力による当クラブ恒例の「仁徳天皇陵周遊路の清掃

奉仕活動」の記事が掲載されております。いつも当クラブの奉仕活動に関する記事をロ

ータリーの友に投稿していただき感謝します。池田会員ありがとうございます。 

これで今月のロータリーの友の紹介を終わります。 

 

委員会報告 

 

時間 
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中田 学会員 田口会員・南埜会員御入会おめでとうございます。ロータリーライフを

楽しみましょう。 

那須宗弘会員 一寸と良い事が在りましたのでお裾分け！ 

山ノ内修一会員 田口さん・南埜さんの入会を祝して。 

宇瀬治夫会員 田口会員、南埜会員御入会おめでとうございます。 

坂田兼則会員 南埜さん、田口さん、入会おめでとうございます。 

米澤邦明会員 田口さん・南埜さん、入会おめでとうございます。 

中川 澄会員 南埜さん、田口さん、ようこそ堺北ロータリークラブへ。末永いお付き

合いをお願いいたします。 

小西幹夫会員 南埜様、田口様入会おめでとうございます。今後共よろしく。 

笹山悦夫会員 田口様、南埜様、入会おめでとうございます。これからよろしくお願い

いたします。 

奥野圭作会員 田口さん、南埜さん、入会おめでとうございます。今後共末長くよろし

くお願い申し上げます。 

平野祥之会員 田口さん・南埜さん、ご入会誠におめでとうございます。今後ともどう

ぞ宜しくお願い申し上げます。 

合計 ３１，０００円 

 

 

 

（１）本日の配布物 週報 ロータリーの友７月号 

（２）幹事報告  

   ・来週、ビアパーティーの会費を集めたいと思いますので、皆様御準備下さいま

せ。 

（３）他クラブ例会変更のご案内 

  ・堺東南ロータリークラブ 

   ８月１１日(木)→祝日のため、定款第６条第１節の規定により休会 

   ８月２５日(木)→同日、出雲大社大阪分祠 堺東南オークション  

  ・和泉ロータリークラブ 

   ７月２０日(水)→同日午後６時から【2016-2017年度納涼例会】 

於：ハイアットリージェンシー大阪 

   ８月１０日(水)→休会（お盆祝日休会） 

  ・堺中ロータリークラブ 

   ８月２４日(水)→８月２８日(日) 場所：宇治・鵜飼観光 

   ８ 月３１日(水)→定款第６条による休会 

    

 

 

 

 

ＳＡＡ報告 

時間 

 

幹事報告 

時間 

 

他クラブ例会変更のお知らせをご参考にサインのみのメイクアップも可能です。 

出席率向上のため、皆様ご協力の程お願い申し上げます。 

またご不明な点などございましたら、 

國井出席委員長、または事務局までお尋ねください。 
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８月 会員増強・新クラブ結成推進月間 ９月 基本的教育と識字率向上月間 

１０月 経済と地域社会の発展月間 １１月 ロータリー財団月間 

１２月 疾病予防と治療月間 １月 職業奉仕月間 

２月 平和と紛争予防/紛争解決月間 ３月 水と衛生月間 

４月 母子の健康月間 ５月 青少年奉仕月間 

６月 ロータリー親睦活動月間   

 

ロータリーの特別週間 

「世界インターアクト週間（１１月５日を含む１週間）」（World Interact Week）ＲＩ理事会は、ロータ

リークラブとインターアクトクラブに、１１月５日を含む１週間を「世界インターアクト週間」とし

て遵守するように奨励しています。それは、ロータリークラブとインターアクトクラブを「顕著であ

り、国際規模の活動」に参加させるためです。 

 

「世界理解と平和週間（２月２３日～３月１日）」（World Understanding and Ｐeace Week） 

1905年2月23日は、ロータリーの創始者 ポール・ハリスが、友人3人と最初に会合をもった日で

す。この2月23日を祝う創立記念日は、「世界理解と平和の日」（World Understanding and Ｐeace 

Day）として遵守されます。この日、各クラブは、国際理解・友情・平和へのロータリーの献身を特に

今週の歌 「港」 

 

空も港も夜ははれて 

月に数ます船のかげ 

端艇の通いにぎやかに 

寄せくる波も黄金なり 

 

林なしたるほばしらに 

花と見まごう船旗章 

積荷の歌のにぎわいて 

港はいつも春なれや 

Rotary World 
「 ロータリー特別月間 」 

クラブだけでなく、ロータリアン一人ひとりが、ロータリーの活動に参加するよう強調するため、 

国際ロータリー（ＲＩ）理事会が指定した月間のことです。 
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認め、強調しなければなりません。理事会は、この2月23日に始まる1週間を「世界理解と平和週

間」と呼び、ロータリーの奉仕活動を強調することを決議しています。 

 

「世界ローターアクト週間（3月13日を含む1週間）」(World Rotaract Week) 

1993年、ＲＩ理事会はＲＡの創立25周年を記念して、3月13日を含む1週間を「世界ローターア

クト週間」に指定しました。各ＲＣには、地元のＲＡＣとの共同プロジェクトや、親睦活動に参加す

るよう、呼びかけを行っています。参加により、ロータリアンは、ローターアクトから若いエネルギ

ーや、新しいアイディア、労力を得ることができますし、ローターアクトは、ロータリアンから深い

知識や経験を学ぶ事ができます。 

 

日本独自の強調月間 

９月 ロータリーの友月間 １０月 米山月間 

 

  


