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前回の例会 

2017年 5月 26日(金)第 1754回  

「第３回次年度のための 

クラブアッセンブリー」 

次年度委員会委員長 

今週の歌 「R-O-T-A-R-Y」「堺北ＲＣの歌」 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     

 

 
 

 

2017年 6月 2日 第 1754号 

2017年 6月 2日(金)第 1755回  

「第４回クラブアッセンブリー」 

今年度委員会委員長 

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（６月度） 

 笹山悦夫会員(5日) 

南埜貴史会員(13日) 

 泉谷 順子様(9日) 

〇結婚記念祝い（６月度） 

 木畑 清会員(1日) 

 辰 正博会員(3日) 

 坂田兼則会員(4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 6月 9日(金)第 1756回  

卓 話「会長退任の挨拶」 

卓話者 会長 中田 学 

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：坂田兼則 

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 

 

＜5月 26 日(金)の出席報告＞ 

会 員 数            31名 

出席会員            22名 

欠席会員               9名 

 ゲ ス ト           0 名 

ビジター            0名 

4 月 7 日(金)の出席率     80.64％ 
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「堺の鉄砲」 

会長 中田 学 

 

戦争の仕方をかえた鉄砲の大生産地 

天文１２年（１５４３年）ポルトガル船が種子島に流れつきました。これはヨーロッパ

人が日本へ来たはじめです。この時わが国にはじめて鉄砲が伝えられたのです。種子島

ではポルトガル人に、鉄砲の使い方やつくり方などを習いました。そのころ堺の商人で

あった橘屋又三郎は種子島に渡り、１２年間もとどまって鉄砲の作り方などを習ってき

ました。又三郎は堺に帰って鉄砲をつくりだしましたが、「鉄砲又」とよばれるほど鉄砲

づくりの名人だったようです。そのほかにも同じ堺で、芝辻清右衛門も盛んに鉄砲をつ

くりました。堺は鉄砲をつくる町として、全国に知られるようになりました。織田信長

はこの堺の鉄砲をたくさん買い、鉄砲隊をつくって天正３年（１５７５年）、長篠の戦い

で大勝しました。これまでは刀や弓矢しかなかったのですが、鉄砲が現れたので戦いの

仕方や城のつくり方などもすっかり変わってしまいました。 

秀吉が朝鮮を攻めようとした時も、大将の加藤清正は堺の鉄砲かじ屋にたくさんの鉄砲

を注文しています。家康も、元和元年（１６１５年）大坂夏の陣の時、堺の鉄砲かじ屋

に急いで鉄砲を千丁注文しています。おもしろいことに、その戦いの相手側の大坂方も、

堺の鉄砲を五百丁注文していました。大げさな言い方をしますと、千丁と五百丁の差で、

大坂が負けたともいえます。江戸時代になってからも、鉄砲は盛んに作られました。芝

辻理右衛門、芝辻長左衛門、榎並屋勘左衛門、榎並屋勘七、榎並屋次右衛門という五件

の鉄砲鍛冶屋が中心となっていました。だいたい１年間に１万丁以上の鉄砲がつくられ

ていたものと考えられます。鉄砲鍛冶屋だった面影を残している北旅籠町の井上勘右衛

門さんの、表の碑には「鉄砲鍛冶屋敷跡」と掘ってあります。今もこのおうちには、大

きなふいご、鉄砲をつくる道具、古い鉄砲などが残っています。なお堺でつくられてい

た鉄砲は、火縄銃と呼ばれているものです。 

 

 

 

 

 

会員増強委員会 

委 員 長 嶽盛 和三 

副委員長 城岡 陽志 

委  員 堀畑・山中・小西・平野・木畑・泉谷・澤井・塩見・南埜・藤永・中川 

〇活動方針 

①現在の会員数を維持し、退会防止に勤める。 

②昨年度委員長の方針を継続し、準会員より会員になっていただく、増強活動を行う。 

③昨年度の委員長が立ち上げてくださった若手の会「Ｙ・Ｍ・Ｐ」の充実。 

〇活動計画 

 ①長期欠席者の方に声かけを行い退会防止につとめる。 

 ②入会パンフレットの再点検を行い準会員向け、正会員向けのパンフレットを作成す   

る。 

 ③若手の会を中心に委員会を増やし情報交換を行い、会員に適格な人を探す。 

会長の時間 

 

 

第３回次年度のための 

クラブアッセンブリー 
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〇希望予算額 50,000円 

 

親睦活動委員会 

委 員 長 坂田兼則 

副委員長 藤永 誉 

委  員 宇瀬・奥野・木畑・國井・小西・笹山・澤井・塩見・城岡・田口 

嶽盛・中川・中田・那須・平野・南埜・山中・山ノ内・米澤  

〇活動方針 

①親睦委員会は、親睦活動を通じて会員・会員家族・又ファミリー会員・準会員相互の

親睦と友情を深めることを第一に考え、親睦行事を行っていきます。 

②本年度予算内で出来る限り実りのある楽しい親睦活動を行います。 

〇活動計画 

①７月２９日(土)恒例のビアパーティーを開催 

②１０月１３日(金)例会変更によるファイヤサイトミーティングを計画 

③１２月１６日（土） 忘年家族会を行う 

④Ｈ30.３月中旬 春の日帰り旅行を計画 

⑤Ｈ30.６月２３日（土）最終例会 開催 

〇希望予算額 1,000,000円 

 

ホームページ委員会  

委 員 長  池田茂雄 

副委員長  藤永 誉 

委    員  笹山・塩見 

〇 活動方針 

(1) 当クラブ創立25周年目である平成 17年10月に、記念事業のひとつとしてホーム

ページを立ち上げました。それ以来、広報委員会の活動として従事してまいりまし

たが、当期より「ホームページ委員会」として活動することとなりました。それは

内容的にボリュームが大きいことと、時代の進歩とともに重要性が益々高まってき

たことによるものであります。ウェブサイトを通した情報発信であることを深く自

覚し、掲載記事の内容については慎重に対応いたします。 

(2) ホームページの役割は、内外に向けての広報でありますが、同時に当クラブの活動   

状況を記録として保存するための「データ保存用倉庫」としての役割が非常に大き   

いことであります。また、クラブのイメージアップにもつながるものと思います。    

そのような役割を果たすべく活動してまいります。 

〇 活動計画 

(1) ホームページは、タイミングよく更新を行うことが重要であります。同時に、当ク  

ラブの活動状況を全体的に見渡しながら、改良個所などを指摘し、できる限り現状   

にマッチした内容となるよう努めます。 

(2) 更新するタイミングを概ね次のとおり区別し、これらの項目について当委員会と事  

務局並びに提携業者と連絡を密にしながら、更新作業や維持管理にあたってまいり  

ます。 

① 常時更新するもの（６項目） 

② 年度初めに更新するもの（32項目） 

③ 年度末に更新するもの（８項目） 

④ 子ども囲碁フェスタ関係の更新（４項目） 

〇 ホームページ更新項目 
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(1) 常時更新（６項目） 

① 週報の紹介 

② ブログ＆ニュース 

③ 会員専用ページ 

(ｲ) 例会・出席記録一覧表 

(ﾛ) ニコニコ箱 

(ﾊ) 毎月の会計報告書 

④ その他 必要に応じて対応する 

(2) 年度初めの更新（32項目） 

① 会長挨拶 

② クラブ紹介 

(ｲ) 歴代会長・幹事・地区ガバナー・ＲＩ会長・テーマ 

(ﾛ) 役員・委員会委員 

(ﾊ) 会員数の推移と例会の出席状況 

(ﾆ) 当クラブが受入した米山奨学生 

③ 例会プログラム等行事予定 

(ｲ) 例会行事等予定表 

(ﾛ) 卓話予定表 

④ ロータリークラブとは 

(ｲ) 新年度・ＲＩ会長 第2640地区ガバナー 

(ﾛ) 歴代ＲＩ会長及びテーマ 

(ﾊ) ＲＩ会長・第2640地区ガバナー 

(ﾆ) ＲＩ第2640地区ガバナー補佐 

⑤ 会員専用ページ（各種寄付金等一覧表） 

(ｲ) 例会・出席記録一覧表（枠組み） 

(ﾛ) ニコニコ箱（枠組み） 

(ﾊ) 堺北ロータリー・クラブ基金（枠組み） 

(ﾆ) ロータリー財団（枠組み） 

(ﾎ) 米山記念奨学会（枠組み） 

⑥ 会員専用ページ（会員の紹介） 

(ｲ) 会員名簿 

(ﾛ) 会員の入会・退会の記録 

(ﾊ) 入会日順・会員名簿 

(ﾆ) 年齢順・会員名簿 

(ﾎ) 会員の電話番号・Mail 

(ﾍ) 入会月別・会員名簿 

(ﾄ) 誕生日の月別・会員名簿 

(ﾁ) 結婚記念日の月別・会員名簿 

⑦ 会員専用ページ（退会会員の紹介） 

(ｲ) 退会会員の名簿 

(ﾛ) 故人を偲ぶ 

⑧ 会員専用ページ（会計報告書） 

(ｲ) 毎年度の収支予算書 

(ﾛ) 毎年度の決算報告書 

(ﾊ) 記念行事の会計報告書（開催年度のみ） 

(ﾆ) 国際ロータリー第2640地区の会計報告書 
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⑨ 会員ホームページ 

(ｲ) 退会・入会・アドレス等変更事項 

⑩ ホームページ全般についての変更事項の 

有無を確認 

(3) 年度末の更新（８項目） 

① クラブの紹介 

(ｲ) クラブの主な出来事 

(ﾛ) 表彰状・感謝状の受賞 

(ﾊ) 諸規定の変更事項 

(ﾆ) その他の変更事項の確認 

② 会員専用ページ 

(ｲ) 堺北ロータリー・クラブ基金・当年度各人別寄付金 

(ﾛ) ロータリー財団・当年度各人別寄付金 

(ﾊ) 米山記念奨学会・当年度各人別寄付金 

③ ホームページ全般についての変更事項の有無を確認 

(4) 子ども囲碁フェスタ（４項目） 

① ９月初め「第７回参加申込など開催のお知らせ」アップロード 

② 第７回「開催概要のお知らせ」ダウンロード 

③ 第７回行事終了後、報告事項として「過去のイベント」 アップロード 

④ 2018年「第８回子ども囲碁フェスタ・堺」開催概要のお知らせ アップロード 

〇希望予算額 

 

出席委員会 

委 員 長 那須 宗弘 

副委員長 塩見 守 

委  員 徳田・國井・宇瀬・田口 

〇活動方針 

 例会、その他各種のメイクアップになる委員会活動に参加を促がし出席率の向上に努

める 

〇活動計画 

 ①ホームクラブの出席率を高め欠席者にはメイクアップを勧める為に例会変更表を 

ＦＡＸする。 

 ②出席率の悪い人には紹介者に相談し原因と対策を話し合う。 

 ③出席率を高めるため何回か高月間を設け、出席者には最終例会に於いて表彰の機会   

を作る。 

〇希望予算額 前年度と同額 

 

 

職業奉仕委員会 

委 員 長 藤永 誉 

副委員長 中川 澄  

委  員 城岡・那須・塩見 

〇活動方針 

 会員の皆さまに平常より各々のご職業においてどんな職業奉仕ができるのかを視野を

広げてご考慮いただけるようにしていきます。 

また、今まで気がつかなかったような職業奉仕ができるように異業種の会員様からのご
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意見を参考に積極的な活動になるようにすすめていきます。 

皆さまのご協力をよろしくお願い申し上げます。 

〇活動計画 

会員の皆様にご協力をいただき、各ご職業でどんな職業奉仕ができるかを具体的に 

ご検討いただき、そのご職業の方のご指導のもと、みんなでいっしょに職業奉仕を 

していきたいと思います。 

年間 4回の委員会開催（例会時に記入用紙配布委員会にて検討会および準備活動） 

２回の奉仕活動実施を目指します。  

〇希望予算額 60,000円 

 

社会奉仕委員会 

委 員 長 塩見 守 

副委員長 中田 学 

委  員 三上・南埜・那須・奥野・藤永 

〇活動方針 

 前年度の活動を引き継いで、地域の皆様に喜んでいただける社会奉仕活動を実施しま

す。クラブ会員・会員家族・ゲストの方々に一人でも多くご参加いただき、活気のある

奉仕活動にしたいと考えています。 

〇活動計画 

 １）春と秋の仁徳清掃活動 

２）春と秋の交通安全活動 

３）清心寮の子ども達との交流 

４）ガールスカウトとの交流 

５）毎月第３例会でのダメ・ゼッタイ募金開催 

６）第７回子ども囲碁フェスタ・堺に協力 

７）７月中旬に社会奉仕委員会を開催 

〇希望予算額 300,000円 

 

新世代委員会 

委 員 長 澤井 久和 

副委員長 南埜 貴史 

委  員 新井・池田 

〇活動方針 

 新世代の若者達に立派な人間になっていただくよう、色々なセミナーを通じて、共に

行動していき、道徳・常識をもっていただくよう、又将来のロータリアンになっていた

だくために、活動をしていきます。 

〇活動計画 

 年に地区ライラ委員会７～８回出席予定 

 ライラセミナー２泊３日(予定)参加及び協力を 

していきます 

〇希望予算額 50,000円 

  

国際奉仕委員会 

委 員 長 平野祥之 

副委員長 嶽盛和三 
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委  員 泉谷・小西・澤井・宇瀬 

〇活動方針 

 友好クラブ等と連携して 国際奉仕プログラムに参加すると共に 友好クラブとの 更 

なる親善を図る。 

 奨学生のサポートをする。 

〇活動計画 

 タイ・ノンケーム RC ブンクム RCと連携し 国際奉仕プログラムに参加する 

〇希望予算額 前年度 同額を希望します 

 

ロータリー財団委員会 

委 員 長 山中喜八郎 

副委員長 堀畑好秀 

委  員 濵口・嶽盛・塩見 

〇活動方針 

 財団の目標は、まず「お金」次に「お金」２・３がなくてすぐ「お金」と言う通り、

お金集めです。 

〇活動計画 

 春と秋に２回 10,000円ずつ集金をさせて頂きます。また秋にポリオ寄付を 10,000

円、合計 30,000円を自主的にお納めいただきます。 

 ４クラブ合同で、財団委員長会議をもち、４クラブで財団の運営をしてみようと思っ   

ています。 

〇希望予算額 50,000円 

 

米山奨学委員会 

委 員 長 木畑 清  

副委員長 笹山 悦夫 

委  員 北側・米澤 

カウンセラー 小西 

〇活動方針 

 地区米山奨学委員会での経験をクラブに活かしたいと思います。 

〇活動計画 

 米山奨学生（グェン・ティ・フーンさん）を小西カウンセラーと協力してお世話しま   

す。 

〇希望予算額 前年度と同額 

 

会計 

委員長 笹山悦夫 

〇活動方針並びに計画  

１．一般会計、ニコニコ会計、堺北基金特別会計、記念行事特別会計、囲碁フェスタ特  

別会計の５部門については独立した会計処理と預金管理を事務局と共に行う。 

２．特に、一般会計、ニコニコ会計については、毎月の会計報告を翌月中に当クラブ 

ホームページの「会員専用ページ」にアップし、各委員会ごとの予算執行状況等を   

閲覧できるようにする。 

３．財務状況について理事会等に適宜報告し、クラブ活動を支える財政基盤の拡充に資   
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するよう努める。 

４．当クラブの預金並びに什器備品類についての保存管理は会計が責任を持って、事務  

局と共に行う。 

 

囲碁大会準備委員会 

委員長 宇瀬治夫 

副委員長 塩見・藤永・平野 

委員 会員全員 

〇活動方針 

子ども囲碁フェスタ・堺は次年度で第７回目を迎えます。堺の子ども達を中心として、

健全育成と日本の伝統文化の普及を目的として活動します。又、囲碁の楽しさを子ども

達と御父兄の方々にも理解していただいて、家族の共通の話題になる事を願っていま

す。 

〇活動計画 

第７回子ども囲碁フェスタ・堺 開催 

開催日  平成２９年１１月１９日（日） 

開催場所 サンスクエア堺 Ａ棟 ２Ｆ 

    （ＪＲ堺市駅から西へ３００ｍ） 

開催内容 子ども囲碁入門教室 

     子ども囲碁名人戦 

子ども囲碁フェスタ・堺のホームページの更新 

開催に向けて本日第１回打ち合わせ会議を行います。 

８月に第２回・９月に第３回・１０月に第４回の打ち合わせ会議を考えています。 

 

写真同好会 

代表世話人 米澤邦明 

世 話 人 藤永  

〇活動方針及び計画 

 忘年例会・最終例会・奉仕活動などの写真や動画を撮影予定。 

 

 

ゴルフ同好会 

代表世話人 塩見 守 

世 話 人 藤永・中田 

〇活動方針 

 ゴルフを通じて会員・会員家族・ゲストの皆様との親睦を深めると共に、他クラブか

らの参加によるクラブ間の交流を行います。又、新入会員候補者をお誘いして、親交と

ロータリーへの理解を深めていただきます。 

〇活動計画 

 １）北輪会を４回開催 

２）地区大会記念ゴルフ大会に参加 

３）互輪会に参加 

４）ゴルフに関する案内 

 

グルメの会 

代表世話人 木畑 清 
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世 話 人 小西 

〇活動方針 

 本年も「歩こう会」とコラボレーションしたいと思います。親睦委員の皆様にご協力

お願いします。 

〇活動計画 

行事日程の少ない月に予定しています。 

 

囲碁同好会 

代表世話人 池田茂雄 

世 話 人 宇瀬 

〇活動方針 

 囲碁は、「思考力・集中力・記憶力・忍耐力・判断力」といった「力」を養うことが

できると言われているゲームです。「駄目・布石・一目置く・先手を取る・後手に回

る・死活問題」などなど、我々が普段から使っているこれらの言葉が実は囲碁用語なの

です。知らず知らずのうちに、こんなにも私たちが使う日常会話の中に溶け込んでいる

んです。そして不思議なほど奥が深く、次第にその面白さに魅了されてしまいます。 

囲碁は脳の活性化を通して、老化防止には抜群の効果があるといわれております。 

又、「年令や性別を問わず・国境を超え・見知らぬ人とでも・言葉が通じなくても」囲

碁を楽しむことができるコミュニケーション広場なのです。趣味の一つとして、又、老

後の余暇利用としては最高のゲームなのです。 

〇活動計画 

 事務局に、「１９路盤・１３路盤・９路盤」を備え付けておりますが、今年度から原

則として毎月第２金曜日と第４金曜日の例会終了後「１時間くらい」関西棋院公認イン

ストラクター粟山登棋士に来てもらい囲碁教室を開きます。囲碁を身近かに感じながら

楽しみの輪を広げようではありませんか。 

  

伝統文化愛好会 

代表世話人 藤永 誉 

世 話 人 奥野・木畑 

〇活動方針 

日本の伝統文化（落語・歌舞伎など）に触れる 機会を作り、会員、ご家族、ご友人の皆

様で楽しみながら 

〇活動計画 

「落語」毎月第 4 日曜日に山之口商店街「奥野清明堂ホール」にて開催されますおたび

寄席に参加させていただきます。 開催前の例会時にご案内します。 

「歌舞伎など」舞台情報などがあり次第、例会や週報にてご案内します。 

「その他」関連する情報があり次第随時ご案内します。 

 

 

 

親睦活動委員会 

「親睦家族旅行集合場所等について」 

                           親睦委員長 山ノ内 修一 

 

委員会報告 
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冠省 平素は何かとお世話になり誠にありがとうございます。 

２０１６－２０１７年度の親睦日帰り家族旅行についてご連絡致します。 

１．集合場所について 

  集合は、近鉄阿部野橋駅西改札口前に９：２０です。近鉄阿部野橋駅には西改札口 

のほか、中改札口、東改札口がありますが、西改札口は地上１階、中改札口、東改札   

口は地下２階です。地下の改札口へは行かないようお願い致します。 

※ 西改札口は、ハルカスに一番近い改札口です。都ホテル側は中改札口、東改札口で

す。別紙地図をご確認ください。 

２．湯元「宝の家」で入浴される方の持ち物につい  て 

フェイスタオルは１人１枚無料で貸して頂けますし、アメニティもそろっておりま

すが、バスタオルを借りる場合１枚２００円必要になります。有償でお借りになる

か、持参するか、各自ご検討ください。 

 

広報委員会 

「ロータリーの友・５月号の紹介」 

広報委員 池田茂雄 

 

１．ＲＩ会長メッセージ（P.３） 

６月10～14日、アトランタで会いましょう。第108回国際ロータリー年次大会の準

備が最終段階に入りました。ビル・ゲイツ氏の講演会やロータリー財団 100 周年記

念パーティーなどが開催されます。 

２．ロータリー青少年指導者養成プログラム（P.７） 

今月は、青少年奉仕月間です。第 2660地区（大阪地区）では、秋と春の年２回、 

２泊３日のRYLAが開催されております。そのほか、熊本地区、青森地区、東京地区

のRYLA委員会から、将来のリーダーを育てようなどの活動報告が掲載されておりま

す。 

３．忙しいのはあなただけ？（P.19） 

ロータリーの友編集長 二神典子氏の投稿記事です。例会への出席状況はいかがで 

しょうか。 

仕事が忙しい、業界などとの付き合いもあるので、毎週例会への出席はムリです。

ロータリーの皆さんは、ほとんどの方々が忙しい仕事を持っておられます。誰もが、

平等に１日24時間の時間を与えられているのです。皆さん、時間を上手に使いまし

ょう。「仕事は忙しい人に頼め」とよく言われますが、忙しい人ほど早く正確に 

仕事を仕上げて下さいますよ。 

４．国際連合事務次長に、ロータリー財団学友が任命されました（P.21） 

今から 30年ほど前に厚木 RCから推薦を受け、アメリカ・ジョージタウン大学大学

院に留学された中満 泉さん（ﾅｶﾐﾂ ｲｽﾞﾐ）が、この度、国際連合事務次長に任命さ

れました。 

５．米山奨学生・オレナ・トゥルシュさん（P.33） 

ウクライナ出身で金沢大学大学院に留学の米山奨学生からの寄稿です。日本はとて

も魅力的です。俳句で気持ちを表現する。休みなく働く。 
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電車が正確にやってくるなどなど。どうか、これからも米山記念奨学事業を続けて

下さい。私と同じように、どうかチャンスを与えて下さい。 

ウェブサイトで米山奨学会のことを見つけました。本当に有り難うございます。 

６．「ロータリーの友」新コーナーのお知らせ（P.41） 

10月号から、新コーナーをスタートさせます。「私の一冊コーナー」、人生を変えた

一冊など 320 字以内。「声のコーナー」、ロータリーの友を読んで感動したことや知

らなかったことなど200文字以内。 

７．堺かるた大会に協賛（P.54） 

堺清陵RCでは、２月４日に開催された「堺かるた大会」に協賛参加しました。堺か

るたを通して堺の歴史や文化、伝統を伝えていく試みで、参加小学生が腕を競い合

いました。 

８．「職業奉仕はロータリーの根幹です」（P.60．61） 

職業奉仕はロータリーの根幹です。呉 RC 大之木精二氏・宇治 RC 内良益雄氏 両氏    

の投稿です。 

 

囲碁大会準備委員会 

「第７回子ども囲碁フェスタ・堺」 

第１回打ち合せ会議 

委員長 宇瀬 治夫 

 

日時：平成 29年5月26日（金） 

時間：18時30～ 

場所：すし亭「幹」 

出席者 中田・宇瀬・山田・小西・塩見・辰・中川・藤永・山ノ内・ 

畑中（合計 10名） 

 

今回は昨年度の第６回大会のアンケート集計と会計の報告、９月１日アップロード予定

のホームページの内容確認と追加項目等の有無の確認をおもに話し合いました。アンケ

ートについては、たくさんのご意見をいただきましたので、すべての意見に答える事は

難しいのですが、やれることを進めて行く方針です。行事内容と参加募集人数について

は、例年通りで行う予定です。当日のご案内しか行いませんが、フリールームを設けて

大人の方にも囲碁の対局を楽しんでいただきたいと考えています。そのために碁会所の

皆様にご協力をお願いする予定です。今年はポスター・チラシ・プログラムの変更を考

えています。山田名誉会員の顔写真も新しくします。又例年よりも早く作成して会員の

皆様にお配りいたしますので、名刺広告にご協力いただける会社・個人様への配布をお

願いいたします。７月下旬を目標に作成したいと考えています。どうか、第７回大会を

大成功させるため、会員の皆様のご協力をよろしくお願いします。 

 

 

 

中田 学会員 ちょっといい事がありました。 

那須宗弘会員 新世代委員長澤井さんライラでお世話に成りました。 

Ｓ  Ａ  Ａ 
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山ノ内修一会員 今朝、散歩中に作った川柳です。「豪邸の偲び返しの味気なさ。」 

塩見 守会員 次年度、社会奉仕を担当させていただきます。皆様ご協力よろしくお願 

いします。 

藤永 誉会員 こんなことを考えてしまいます。「罰金基金」設立！ 

奥野圭作会員 本日は晴天なり 

合計 １６，０００円 

 

 

 

（１）幹事報告  

  ・次週の例会は、第４回クラブアッセンブリーです。１年を通して活動して頂きま

した活動報告をご発表下さい。また報告書の方は例会終了後までに事務局にお渡

し下さいます様、お願い申し上げます。 

  ・次週の例会終了後、理事会を開催いたします。理事役員の皆様宜しくお願い致し

ます。  

  

   

 

幹事報告 


