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前回の例会 

2016年 9月 30日(金)第 1724回  

「 ガバナー公式訪問 」 

第 2640地区ガバナー 福井隆一郎様 

今週の歌「四つのテスト」「牧場の朝」 

お客様の紹介 福井 隆一郎ガバナー様 

阪之上 清以弥 副代表幹事様 

出席報告・会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     

 

 

 

 

 

 

2016年 10月 7日 第 1724号 

2016年 10月 7日(金)第 1725回  

卓 話 「 職業奉仕フォーラム 」 

～囲碁入門講座～ 

卓話者 職業奉仕委員長 塩見 守 

今週の歌「君が代」「奉仕の理想」 

「バースデーソング」 

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 

〇会員・奥様誕生祝い(10月度) 

小西幹夫会員( 9日)平野祥之会員(11日) 

堀畑好秀会員(14日)三上尚嘉会員(18日) 

嶽盛和三会員(19日)新井きみよ様( 4日) 

城岡キヌ子様( 4日)徳田  洋子様(18日) 

濵口  良子様(19日)山ノ内淑江様(26日) 

〇結婚記念祝い(10月度) 

 池田  茂雄会員(12日) 

山中喜八郎会員(19 日) 

  

 

 

 
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 10月 13日(金)第 1726回  

例会変更及び４クラブ合同例会 

ホテル・アゴーラリージェンシー堺 

受付１７時３０分 点鐘１８時００分 

＜９月３０日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            32名 
出席会員            22名 
欠席会員              10名 
ゲスト            2名 
ビジター                   0名 
9月 2日(金)の出席率     90.63％ 

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：山ノ内修一 

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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～ガバナー公式訪問～ 

「対話から新たな一歩へ 共に楽しむロータリー」 

国際ロータリー第 2640 地区  

ガバナー 福井 隆一郎  

 皆様こんにちは。 

2016～17 年度 国際ロータリー第 2640 地区のガバナーを仰せつかりました福井 隆

一郎です。 

どうぞ、この一年間よろしくお願い申し上げます。 

 ＲＩのテーマは「人類に奉仕するロータリー」を掲げています。我が地区の活動方針

は「対話から新たな一歩へ共に楽しむロータリー」と決めさせていただきました。  

  

人類に奉仕するロータリー 

今年度ＲＩ会長ジョン・ジャーム氏のテーマに沿って、新たなロータリーの世界へ進

んでまいりたいと思います。今、世界は大きな変化をしようとしています。価値観の推

移は、ロータリーへの世界へも及んできています。111 年の歴史に及ぶロータリーは、

すべての人類に奉仕するという、 壮大なテーマと向き合って、前進しようとしています。

継続とは、変革の繰り返しと言われています。困難や世界の変化に立ち向かって、今後

も「よいことをする」永遠に素晴らしいロータリーにしていきましょう。  

  

対話から新たな一歩へ共に楽しむロータリー 

2640地区も新たな一歩を踏み出そうとしています。その為には、会員一人一人が話し

合い、対話を続けなければなりません。地域のリーダーである選ばれたロータリアンは、

大変優れた人格をお持ちの方ばかりです。今まで経験された素晴らしい仕事、家庭生活、

社会生活を通じて、語り合い、刺激を受けあい、時には激論になるかもしれませんが、

ロータリーの奉仕の理念に基づいて、友人とともに素晴らしい奉仕活動を続けて参りま

しょう。最もよく奉仕するものが、最も報われることを合言葉に、誇りをもって前進し

ましょう。  

  

分区の活動を活発に 

私は分区(旧ＩＭ)の活動は、益々重要になってくると思います。素晴らしいガバナー補

佐に皆様のもと、活発な活動を分区毎にお願いしたいと思います。ロータリアン同士が

身近にお顔を見ながら、ロータリー談義をし、奉仕活動を、相談し実践していくことが、

それぞれのクラブに刺激を与え、活発な奉仕活動ができて参ります。 

ロータリアン、クラブ、地区をうまく結びつける一番やり易い方法です。 

又、クラブの活発な活動を情 報としていただき、地区や日本全国、ＲＩへ発信したいと

思います。究極的には素晴らしいロータリアンの情報も、発信していただければと思い

ます。 

皆さんが共有できる素晴らしい人材の共有も大きな目的の一つです。どうぞ、皆様のご

協力をお願い申し上げます。  

  

中長期委員会 

卓話の時間 
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今回、地区に中長期委員会が設置されました。 未来へ向かって、単年度ではできないこ

とや、ロータリアンとしての高度なあるべき事を、今までの歴史を踏まえながら、話し

合いをお願いしたいと思います。いろんな課題が山積しています。各クラブにおいても、

長い歴史の間に生まれたいいこと、時代に合わなくなったこと、見直しが必要なことが

あると思います。少人数から立ち上げて、 未来のあるべき姿を話し合うことが重要だと

思います。  

  

ガバナー補佐会議・幹事会・諮問委員会 

それぞれが重要な役割を踏まえて、地区のために話し合っていきます。ガバナーの判断

は大変重要です。しかし、それまでの話し合いの過程や、 議論や情報の共有が地区運営

を支えます。例えば、 地区委員のあり方はどうするのか？偏った委員ではなく、みんな

で取り決めたやり方が、すべてのロータリアンにも認識していただけます。ロータリー

活動は、ロータリアンみんなのものであります。それぞれの会の情報発信も大事だと思

っています。出来るだけ身近な会合に結び付けたいと思 います。  

  

公式訪問  

いよいよ７月から公式訪問が始まります。私は皆 様とお話をするのを楽しみにしていま

す。地区に 対すること、ＲＩに対すること、私に対すること。 情報を温度差のないよ

うにして参りたいと思いま す。短時間で全クラブの訪問を予定しております ので、予

め簡単なアンケートをお願いすると思い ますが、よろしくお願い申し上げます。  

  

地区資金の透明化  

当たり前のことですが、地区資金の透明化はこれからの地区運営を支え、地区の未来を

輝かしいものとする重要なものです。皆様から頂く大切な地区資金を有効に、又社会規

範のもと執行したいと思います。  

  

委員会活動  

各委員会活動につきましては、委員長のもと素晴らしい計画を立てて、いただいていま

す。 

ロータリーらしい活動を通じて、社会にアピールしてロータリーの認知度を高めて参り

たいと思います。活動の情報をお願い申し上げます。  

  

素晴らしい2640 地区になりますよう、皆様のご指導をお願い申し上げます。 

（７月号ガバナー月信から抜粋） 

 

 

 

会長 中田 学 

１．第一例会には国歌を歌う。例会場には国旗を揚げる。 

戦争中、ロータリーは発祥の地がアメリカであることから、ロータリーはアメリカのス

パイではないかと嫌疑をかけられたり、フリーメーソンの組織だという疑いをかけられ

ました。その疑いを晴らすために、国に対して忠誠を誓うことを証明する意味で、例会

で国歌を歌い、それが習慣化したものです。当時は、毎例会ごとに特高が来て、サーベ

会長の時間 
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ルをガチャつかせながら例会を監視したそうです。国旗も同様な理由で掲揚され、今日

に至っています。アメリカ以外の外国では、殆どの国は、国旗を掲揚したり、国歌を斉

唱するといった習慣はありません。アメリカは、移民の集まりなので、アメリカ人であ

るという自覚を持たせるために、国旗掲揚と国歌斉唱が盛んです。 

 

２．ロータリーの会合は、点鐘で始まり、点鐘で終わる。 

点鐘で始まり、点鐘で終わる、これは例会だけではありません。年次大会、地区協議

会、IM等ロータリーの会合はすべて同じです。 

なぜ点鐘か？については誰も疑念を差し挟まないようですが、どうも点鐘は日本独特の

ものです。外国では点鐘の代わりに“Call to Order”つまり“お静かに願います”の

発言があって例会が始まり、あるいは発言に続くお祈りの後例会に入るというケースが

多いようです。鐘を鳴らす場合も、食事が済んで幹事報告やスピーチが始まる前に鳴ら

すのが一般的で、木槌を叩くこともあるようです。いずれにせよ、開会閉会を鐘で告げ

るのは日本だけのようです。 

ではこの鐘、いつ何処で？というとまったく分かりません。一説によると 1920年こ

ろ、東京クラブが使ったのが始まりで、あとは右にならえになったのではないかと言わ

れています。日本人は大体、小学校以来鐘で行動することに慣らされているので（現在

では「鐘」のある小学校はありませんが）、案外ロータリーの点鐘もケジメを付ける意

味で日本人の習慣にピッタシなのかもしれません｡ 

 

３．例会ではロータリーソングを歌う。 

初期のシカゴロータリークラブでは、会員同士の親睦と物理的相互扶助が盛んに行われ

ていましたが、1907年にポール・ハリスは対社会的奉仕と拡大に活動方針を転換しま

した。さらに、1908年に入会しましたアーサー・シェルドンは奉仕の必要性を強調し

たため、シカゴクラブは親睦・互恵派と奉仕・拡大派に分かれて、毎例会は激論の場と

化しました。そのとげとげしい雰囲気を和らげるためにハリー・ラグラスが始めたの

が、歌を歌うという習慣でした。最初の頃は「Smiles」とか「My Hero」などの大衆的

な歌が好んで歌われました。日本では、例会や各種の会合が始まる前や閉会する前に、

儀礼的にロータリーソングが歌われますが、本来はそのような歌い方をするのではな

く、どんなタイミングで、どんな歌を歌おうと一向にかまわないようです。 

 

 

 

囲碁フェスタ 

「第６回子ども囲碁フェスタ・堺」 

第２回大会準備委員会会議報告 

                        大会準備委員長 宇瀬 治夫時：

平成２８年９月２８日  （水）１８：００～ 

場所：すし亭「幹」 

議題：今後の予定と囲碁の勉強・楽しさについて 

出席：宇瀬・山田・中田・池田・坂田・中川・小西・藤永・池永・塩見・本村 

日本棋院佐々木先生・佃先生（合計１３名） 

委員会報告 
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今回の囲碁大会準備委員会会議には、日本棋院から佐々木先生と佃先生がご参加くださ

いました。囲碁の先生が多数参加してくださいましたので、いつもより活発な意見交換

が行われました。又先生方と囲碁を打たしてもらい、勉強と親睦を深めることもできま

した。 

意見交換のなかで、開会式の時間を少し短くしようと話し合いました。お土産・景品等

は昨年度と同様で準備を進めます。当日囲碁を打ちたいという意見を聞きましたので、

フリールームを開設する準備をします。今年からインターネットでの参加受け付けを始

めましたので、堺北ＲＣホームページの案内を開会式の式次第に盛り込みます。今日現

在の時点で３０名の参加申し込みをいただいています。「第６回子ども囲碁フェスタ・

堺」を大盛況にしたいと思いますので、会員の皆様の御協力を宜しくお願い致します。 

 

 

「第6回子ども囲碁フェスタ・堺 開催」 

及び例会変更のご案内 

囲碁フェスタ大会実行委員長 宇瀬治夫 

 

晩秋の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は大変お世話になってお

ります。 

さて、下記の通り「第 6回子ども囲碁フェスタ・堺」を開催致します。 

只今４０名の参加登録を頂いており、当日はご同伴者の方を含め 150名ほどご来場いた

だく予定となっております。会員の皆様には囲碁フェスタ当日、ご協力のほどお願い申

し上げます。 

記 

日 時 ： 平成28年11月13日（日） 

集合時間： 10時 

場 所 ： サンスクエア堺・Ａ棟２階 

 

11月 11日(金)例会は、11月13日(日)「第６回子ども囲碁フェスタ・堺」に例会変更

致します。 

 

 

社会奉仕委員会 

児童養護施設 清心寮の子供達との 

「ふれあいバーベキュー大会」のご案内 

社会奉仕委員長 藤永 誉  

 

平素は社会奉仕委員会の活動にご協力いただきましてありがとうございます。 

さて、毎年恒例になりました「児童養護施設・清心寮」の子供達を招いて、バーべキュ

ー大会を開催致します。食欲の秋、大いに食べて、小学生の子供達と遊んで、楽しいひ

とときを過ごしていただければと思います。多数の皆様のご参加をお待ちしております。 

記 

日時 ２０１６年１１月３日（木・祝） 

   午前１１時から午後１時００分頃（延長あり） 
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   （準備のため10時30分集合して下さい） 

場所 大泉緑地 野外炉 バーベキュー施設 

   堺市北区金岡町128 ℡：072-259-8600 

会費 ３，０００円 

備考 ①雨天等中止の場合は、午前１０時位までに加予定者に連絡致します。 

   ②バーベキュー施設は、午後２時完全撤収のため後片付けにご協力をお願い致し 

ます。  

   ③駐車は第３駐車場が比較的近いです。       

以上 

 

 

   ｢仁徳天皇陵｣清掃奉仕のご案内 

社会奉仕委員長 藤永 誉 

  

 本年度も恒例になりました仁徳天皇陵の清掃奉仕「仁徳稜をまもり隊」を下記要領に

て実施いたしたく、何かとご多忙のこととは存じますが、ご参加、ご協力のほど宜しく

お願い申し上げます。 

記 

日時 平成２８年１１月６日（日） 

午前９：３０～  

集合場所 仁徳天皇陵正面配所前 （駐車場） 

集合時間 午前 ９：１５ 

服  装 メンバーはいつものジャンバ－ 帽子 

     家族のかたは自由です。 

持参する物 特に必要なし  

道具等は社会奉仕委員会で用意致します。 

※雨天等の関係で中止の場合、参加予定者に当方より午前７：５０頃までにご連絡いた

します。当日の件でのお問い合わせは私の携帯までお願いいたします。 

尚、雨天中止の場合には次回予定が 11月13日（日）となり、第 6回囲碁フェスタ堺の

開催日と重なりますので、当クラブは欠席します。 

当日はメ－キャップ扱いと致します。 

以上 

 

 

 

堺北会員一同 福井ガバナー、坂之上副代表幹事、ようこそお越しくださいまし 

た。本日は宜しくお願い致します。 

池田茂雄会員 福井ガバナーようこそお越しくださいました。御指導のほど、宜しくお

願い致します。  

山中喜八郎会員 福井ガバナー様、坂之上副代表幹事様、本日ご来会有難うござい 

ます。宜しくお願い致します。 

宇瀬治夫会員 福井隆一郎ガバナー並びに坂之上副代表幹事様ようこそ、本日は宜しく

お願い致します。塩谷勝様、遠方より、ようこそ歓迎致します。 

ＳＡＡ報告 

時間 
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山ノ内修一会員 塩谷さん、ようこそお越しくださいました。お元気そうで何より 

です。 

中田 学会員 福井ガバナーようこそ堺北 RCへ。塩谷様いつもお世話になっていま 

す。 

米澤邦明会員 先日例会を休み、ロシアのウラジオストックに行って来ました。 

皆様にお土産を買ってくるのを忘れましたので、いつもより多く 

ニコニコをします。 

笹山悦夫会員 福井ガバナー、坂之上副代表幹事、並びに塩谷様、本日のご来会 

有難うございます。とても誇らしく感じます。 

塩見 守会員 畑中さんに頼まれました。お金は私です。 

嶽盛和三会員 福井ガバナー並びに坂之上副代表幹事様、訪問ありがとうございま 

す。福井様お久し振りです。今日は宜しくお願い申し上げます。 

塩谷さんタイより遥々ご来会有難うございます。 

合計 ５５，０００円 

 

 

 

（１）配 布 物 週報 

（２）幹事報告  

①10月13日（木）、地区内クラブの親睦と活性化を目的に 4ロータリークラブ

合同例会が開催されます。多くの会員が積極的に参加していただきますようお

願いいたします。 

なお、10月14日（金）の例会は、合同例会への例会変更となりますのでご注

意ください。 

②11月22日開催の「池上彰公開講演」の会員申込みの取りまとめを行っており 

ますので、例会受付の申込書にご記入をお願いいたします。なお、締切日は

10月末日とさせていただきます。 

③10月7日例会後に、第 4回定例理事会を開催いたしますので、理事役員の皆 

さんはご出席よろしくお願い足します。 

（３）他クラブ例会変更のお知らせ 

・堺東南ロータリークラブ 

10月13日(木)→同日 18：00～20：30  

              場所：アゴーラ３F「ガーデンコート」 

「堺南RC 堺北RC 堺清陵 RC 堺東南RC４クラブ合同例会」 

10月27日(木)→10月23日（日）「地区大会」 

場所：アゴーラ  
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