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前回の例会 
2016年 12月 17日(土)第 1735回  

例会変更 及び 忘年家族例会 

場所 大阪マリオット都ホテル 20階「茜」 

受付 17：00～ 開会 17：30～ 

 

 

 

 

 

 

前々回の例会 

2016年 12月 9日(金)第 1734回  

タイ王国 3ロータリークラブ訪日 記念例会 

今週の歌「タイ国歌」「君が代」 

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 

〇皆出席表彰（12月度）該当者なし 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     

 

 
 

 

 

 

2017年 1月 6日 第 1734号・1735号 

2017年 1月 6日(金)第 1736回  

卓 話 「新年に想う」 

卓話者  木畑 清会員 

今週の歌「君が代」「奉仕の理想」 

    「バースディーソング」 

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（１月度） 

木畑 清会員( 2日)塩見 守会員(11日) 

奥野圭作会員(17日)宇瀬さゆみ様(13日) 

中田のり江様(17日)田口美保子様(19日) 

南埜かなめ様(22日) 

〇結婚記念祝い（１月度） 

國井 豊会員(15日) 池永隆昭会員(22日) 

小西幹夫会員(23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 

 

2017年 1月 12日(木)第 1737回  

例会変更 及び 新春合同例会 

場所 ホテル・アゴーラリージェンシー堺 

受付 10時 15分～ 開会 10時 45分～ 

 

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：中川 澄 

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 

 

＜１２月９日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            31名 
出席会員            22名 
欠席会員               9名 
タイ RC            15名 
通訳                     2名 
10月 28日(金)の出席率   80.65％ 

＜１２月１７日(土)の出席報告＞ 
会 員 数            31名 
出席会員            23名 
欠席会員               8名 
御家族・ファミリー会員   37名 
その他                    2名 
11月 4日(金)の出席率   80.65％ 
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会長 中田 学 

 

サワディーカー。 

友好クラブ ノンケームRC、ロイエットRC、バンケトンブリ―50RCの皆様、よう

こそ堺北RCへお越しくださいました。 

この度は、偉大なるプミポン王国のご逝去をお悔やみ申し上げます。 

昨日、奈良春日大社の見学、夕食のすし亭幹でのすし握り体験いかがでしたか。 

満足いただけましたでしょうか。寿司は駄目かと思っていましたが、皆さん食べておら

れましたね。 

明日は京都観光をお楽しみください。嶽盛会員、池永会員宜しくお願いします。 

私はクラブ行事で参加できませんので宜しくお願いいたします。 

堺北クラブが本格的に国際奉仕活動に参加いたしましたのは、2009年11月からです。 

最初スリウォンRCとの共同事業で、その時スリウォンに居られた塩谷会員と知り合い

その後ノンケームRCに替わられてからは、ノンケームRCと共同事業を継続させてい

ただいて居ります。今年2月には、ロイエットRC様にも協力頂き共同事業を成功させ

ていただきました。来年3月にも奉仕活動を考えていますので宜しくお願いいたしま

す。 

 

 

 

会長 中田 学 

 

本日は、忘年家族例会にたくさんの会員家族の皆様にお集まりいただき、有難う御座

います。総勢61名もの参加です。私の知る限りでは初めてです。 

本日の会長の時間は、先週タイからのお客様の関係で、「上半期を顧みて」が出来ませ

んでしたので今日させていただきます。 

まず今年度最初の行事は、7月30日大阪の太閤園でビア・パーティーに44名の会員、

家族、ファミリー会員の皆様に参加いただきました。山ノ内親睦委員長有難うございま

した。 

国際奉仕で8月5日「カンボジア スナーダイ・クマエ絵画展 in和歌山」の絵画展に5

名で参加してきました。孤児の作品の絵や物品を皆様が買っておられました。 

8月23日には、2名の新入会員のインフォーマルミーティングを南海グリルで開催いた

しました。 

8月27日は、清心寮の子ども達の夏季研修を那須会員のお寺、祥雲寺で開催いたしまし

た。座禅を組んだり、夏休みの宿題を頑張っていました。那須会員有難うございました。 

9 月 26 日に恒例の秋の交通安全運動キャンペーンに当クラブより 10 名の参加がありま

した。終了が昼食の時間になり皆で食事をしてから解散しました。 

9月30日は福井ガバナーの堺北への公式訪問。やっと元のRCに戻りつつあるかなと感

じました。 

10月13日に堺南・堺東南・堺清陵・堺北RC4クラブによる合同例会。大変盛り上がり

又開催していただきたいとの要望がありました。 

会長の時間(12月 9日) 

 

会長の時間(12月 17日) 
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10月22日、23日と2640地区の地区大会がホテル・アゴーラリージェンシー堺で開催

されました。ガバナーが堺 RC からでしたので全員登録のため沢山の皆様に参加いただ

きました。 

11月3日、清心寮の子ども達とふれあいBBQ大会、会員家族、ファミリー会員、事務

局で17名、子ども達12名、先生2名の参加で開催いたしました。子ども達の食欲はも

のすごく、あっという間に肉がなくなりました。皆様には少ししか食べてもらえなかっ

たかと思いますが、楽しい 1 日を過ごしました。親の愛情に恵まれない子ども達です。

又、皆様行事に参加してみてください。 

11 月 6 日恒例の「仁徳天皇陵清掃活動」を行いました。会員 15 名、ファミリー会員 1

名、会員家族3名、ガールスカウト6名の参加がありました。 

11 月 13 日堺北の一番の行事ともいえる「第 6 回子ども囲碁フェスタ・堺」を開催。子

ども達 80 数名の参加で、同伴保護者の方々の参加も 100 名ちかくあり、おおいに盛り

上がりました。 

11 月 14 日には、薬物乱用「ダメ・ゼッタイ」募金寄付の感謝状を大阪府知事よりいた

だきました。 

11月18日には、大阪府第15団の発団60周年記念式典に出席してまいりました。 

12月7日から11日までタイのノンケームRC、ロイエットRC、バンケトンブリ―50RC

から17名の方が訪日されました。奈良、京都観光と大変だったと思います。池永国際奉

仕委員長、那須会員、嶽盛会員有難うございました。 

そして今日の忘年例会です。本当に不安なスタートでしたが、何かと皆様の協力でここ

まで終わりました。又、後期も皆様の協力を宜しくお願いいたします。 

 

 

 

親睦活動委員会 

「忘年家族例会」開催！ 

親睦活動委員長 山ノ内修一 

 

下記概要で忘年家族例会を開催しました。 

日時：１２月１７日（土） 

１７時３０分～ 例会 

  １８時００分～忘年家族会 

会場：大阪マリオット都ホテル  

２０階「茜」 

参加者：会員２１名、家族３５名、ファミリー会員１名、米山奨学生１名、事務局２名  

合計６０名 

 

 親睦活動委員会としては今回、会場と料理の良さには自信をもって臨みました。会場

は早くから中川会員が動いてくれ確保できました。中川会員に感謝。料理は試食会を催

し和食と洋食を食べ比べたうえ洋食に決めました。 

 塩見親睦副委員長の司会でパーティーは始まりました。ガールスカウトのアトラクシ

ョンのあと、池田会員が乾杯の発声。おいしい料理とお酒で会話もはずみ楽しい時間が

過ぎていく中、辰玲奈さんとお友達で構成された「アンソレイユ」の演奏が始まり、大

委員会報告 
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いに盛り上がりました。 

 ７時ごろ宴会場のカーテンがゆっくり開けられていくと、眼下にすばらしい大阪の夜

景が広がり大歓声が上がりました。高さ１００メートルから見下ろす光と闇のコントラ

ストは圧巻で、パーティー気分をさらに盛り上げてくれました。 

 クラッカーの鳴る中、中田会長のサンタクロースが子どもたちにクリスマスプレゼン

トを配り始めると、子どもたちは大喜び。私たちにとってはこの子どもたちの笑顔が最

高のプレゼントのような気がしました。 

 楽しい時間はあっという間に過ぎ、澤井副会長が閉会の挨拶をされたあと、皆で輪に

なって恒例の「手に手つないで」を歌ってパーティーはお開きとなりました。 

 最後になりますが、会員用のお土産や子どもたち用のプレゼント選びでお手数をおか

けした池永会員と藤永会員に感謝申し上げます。 

 来る２０１７年が皆様にとって良い年でありますように！ 

 

北輪会 

「第88回北輪会開催！」 

北輪会代表世話役 藤永 誉 

 

12月 10日（土）天野山カントリークラブにて 

第88回北輪会を開催させていただきました。 

天候にも恵まれ絶好のゴルフ日和でした。 

今回は、会員 10名、準会員1名、ご家族2名、ご友人10名の総勢 23名6組のご参加

でした。 

みごと優勝されたのは、北畑様で池田カントリーのシングルの通知が直前に届いたとの

ことでさすがのスコアでございました。 

２位は、牧野様、３位は、鶴様でした。 

会員での最上位は、田口会員で６位 

女性の最上位は、中川会員で１２位という結果になりました。 

次回は、4/8（土）の予定でございます。 

今回国際奉仕のタイからのお客様の来日でスケジュールが重なりご参加いただけなかっ

た方には申し訳ございませんでした。 

次回よろしくお願い申し上げます。 
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国際奉仕委員会 

「国際奉仕委員会 会議報告」 

国際奉仕委員長 池永隆昭 

 

12月 29日(木) 国際奉仕委員会を開催いたしました。 

参加者：中田会長 宇瀬・ 

嶽盛・山ノ内・山中・ 

小西・池永 

 

1.タイ RC 訪日収支報告(再添付) →承認 

2.今年度 国際奉仕活動 日程打合せ →３月５日～３月９日 

(別紙 『第7回国際奉仕活動のご案内』添付) 

3.タイ ロイ・エットRC より 友好クラブ締結依頼について(別紙転送)  

→次回理事会にて協議 

 

その他 

「2017年 新春特別例会」 

直前幹事 藤永誉 

 

新年あけましておめでとうございます。 

今年も恒例の新春特別例会を 1月 3日（火）に三上会員の開口神社さまに参拝してまい

りました。 

１６名の会員が集まり新年の挨拶を交わし元気な顔合わせができました。 

10：30～ご祈祷をしていただき会員、ご家族の皆様のご健康とご繁栄、堺北ロータリー

クラブの更なる発展を祈念してまいりました。 

2017年も皆さまにとって素晴らしい年となりますように。本年も何卒よろしくお願い申

し上げます。 
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有志一同 タイの皆様、堺北RCへようこそ！ 

那須宗弘会員 タイ王国３RCの皆様、ようこそお越し下さいませ。十分に日本を楽しん 

で下さい。 

中田 学会員 ノンケームRC・ロイエット RC・バンケトンブリ―50RCの皆様ようこそ 

堺北RCへ 

澤井久和会員 Welome to Sakai North Rotary Club. Nice to meet you!!  

I will go to Hawaii from Now. 

嶽盛和三会員 タイの３クラブのロータリアンの皆様ようこそご来会有難うござい 

ます。2017年度の浄水器寄贈プロジェクトにも参加する予定です。 

お世話になります。 

笹山悦夫会員 タイの友人の皆さんようこそいらっしゃいました。 

合計 ３５，０００円 

 

 

 

松岡 史子様 今年も１年お世話に成りました。楽しい行事の１年でした。 

白木 隆子様 中田会長上半期お疲れ様です。 

トランプ大統領登場で、日本にフォローの風が吹いてくれると嬉しい 

ですが。皆様良いお年をお迎えください。 

池田茂雄会員 孫たち共々、たくさんで参加させていただきました。 

國井 豊会員 今年も、もう少し。来年もよろしく。 

那須宗弘会員 中田会長、皆さん半期ご苦労様でした。本年は特別お世話になりました 

が、今日は十分に楽しませて頂きます。 

山ノ内修一会員 皆様今晩は。大勢のご参加感謝します。 

北側一雄会員 師走らしい季節となってまいりました。皆様、お身体御自愛ください。 

城岡陽志会員 愛媛から来て、百貨店で迷子になりました。都会は嫌い！ 

辰 正博会員 会長、幹事あと半期頑張って下さい。僕も頑張ります。 

中田 学会員 忘年家族例会に多くの皆様に参加いただき、有難うございます。 

坂田兼則会員 中田会長、笹山幹事、上半期お疲れ様でした。下半期もよろしく。 

木畑 清会員 家族が大勢参加し、お世話かけます。 

澤井久和会員 三途の川、渡りかけました。 

米澤邦明会員 去年のクリスマス例会では、ハンドベルを皆さんとしましたが、今年は 

何も思い付きませんでした。来年こそは！いやいや期待しないで下さ 

い。 

中川 澄会員 本日は大勢の会員、御家族、ゲストの皆様のご参加有難うございます。 

塩見 守会員 12月の例会、欠席ばかりですみませんでした。1月から又出席頑張りま 

す。皆様、来年もよろしくお願いします。本日は多数のご参加有難うご 

ざいます。 

笹山悦夫会員 会員御家族の皆様、ファミリー会員の皆さんようこそいらっしゃいま 

した。 

濵口正義会員 本年も無事終わりそうです。来年も良い年になりますように。 

池永隆昭会員 タイRC来日の際にはお手伝い有難うございました。とても喜んで帰国 

されました。 

嶽盛和三会員 親睦委員長さん、今日はステキな場所を設定いただき有難うございま 

す。今日は４人＋１（北海道ではいませんでした）の５名で参加させて 

ニコニコ(12月 17日) 

ニコニコ(12月 9日) 
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いただきました。 

奥野圭作会員 親睦委員会の皆様、大変お世話になります。 

田口 隆会員 お蔭様で半期すぎました。 

合計 １２２，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイ王国 3RC訪日 記念例会 


