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前回例会の報告 

2014年 7月 4日(金)第 1620 回 

卓 話 「 会長就任の挨拶 」 

卓話者  会長 山ノ内 修一 

今週の歌 ｢君が代｣ ｢奉仕の理想｣  

｢バースディソング｣ 

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・奥様お誕生日祝い 

宇瀬治夫会員（ 2日) 山崎 市郎 会員(4日) 

國井 豊会員 ( 5日) 山ノ内修一会員(29日) 

濵口正義会員（30日）  

〇結婚記念日祝い 

該当者なし 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務所  〒590-0024堺市堺区向陵中町 2丁 5-10 杉本ビル 5-B・Tel:(072)255-1200番 

例会日 毎週金曜日 午後 0時 30分  

例会場 PANTARON   Tel:(072)228-3988番  （魚太郎直通電話） 

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

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

ガバナー(第 2640地区)  辻 秀和（ツジ ヒデカズ） 

ガバナー事務所  URL   ： http://www.rid2640g.org/tsuji/ 

         E-mail ： tsuji2014-d2640@ivy.ocn.ne.jp 

会長：山ノ内修一  幹事：塩見 守 広報委員長：坂田兼則  編集者：坂田兼則 

 

2014年 7月 11日 第 1620号 

 

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 

本日の例会 

 

時間 

 

2014年 7月 11日(金)第 1621回 

「第１回クラブアッセンブリー 」 

各委員会委員長 

今週の歌 ｢奉仕の理想｣  

｢上を向いて歩こう｣ 

お客様の紹介 

入会式 平野 祥之 様 

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（７月度） 

 山ノ内修一会員（第８回） 

山中喜八郎会員（第４回 

 嶽盛 和三会員（第１回） 

 畑中 一辰会員（第１回） 

 

2014年 7月 18 日(金)第 1622回 

卓 話 「35周年記念行事について」  

卓話者  会員 綿谷 伸一 

次回の例会 

 

時間 

 

 
 

2014－15 年度 国際ロータリーのテーマ 
「ロータリーに輝きを」 

Light Up Rotary 
国際ロータリー会長 ゲイリーC.K.ホァン（台湾・台北 RC） 

＜7月 4日(金)の出席報告＞ 
会 員 数           32 名 
出席会員           23 名 
欠席会員             9 名 
ビジター            0 名    
ゲスト                      0 名    
5 月 23日(金)の出席率  83.87％ 

「 歓迎の歌 」 

今日からは 同じ仲間 

歯車の 胸に輝く 君と僕 

共に進もう 手をとり合って 

共に尽くそう ロータリーの道 

http://www.sakai-kita.jp/
http://www.rid2640g.org/tsuji/
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会長の時間  

 

 

          「 仲良く、楽しく～会長就任の挨拶～ 」 

会長 山ノ内修一 

 

 城岡前年度会長からバトンを引き継ぎ、今年度会長を務めさせていただきま

す。 

堺北ロータリークラブは、創立以来、今期で３４年の伝統あるクラブです。

クラブの名を汚さぬよう、またクラブのさらなる発展に多少でも貢献できるよ

う、身にあまる大役ではありますが、精いっぱい努めさせていただく所存です

ので、会員の皆様には何卒ご支援ご協力下さいますようお願い申し上げます。 

今年度、国際ロータリーの会長は、ゲイリーＣ．Ｋ．ホァン氏（台湾・台北    

ＲＣ）で、テーマは「ロータリーに輝きを LIGHT UP ROTARY」 

また、２６４０地区のガバナーは、辻 秀和氏（河内長野ＲＣ）で、「地区  方

針」は、「会員ひとりひとりが、ロータリー活動に汗を流し、力を合わせることに

よって、ロータリーを輝かせて、地域社会と世界を『平和の光』で輝かそう！」

です。 

当クラブのテーマとしては、「仲良く、楽しく」で行こうと考えます。子供  じ

みたテーマと思われるかも知れませんが、私はこの「仲良く、楽しく」というの

が人生で一番大事なことだと思っていますし、また一番難しいことだと思ってい

ます。夫婦においても、家族においても、職場においても、地域社会においても、

またロータリークラブにおいても、「仲良く、楽しく」ありたいと考えます。 

「仲良く、楽しく」共にクラブ奉仕を行い、「仲良く、楽しく」共に職業奉仕を行い、 

「仲良く、楽しく」共に社会奉仕を行い、 

「仲良く、楽しく」共に国際奉仕を行う。 

そうありたいと考えます。 

各委員会の皆様及び同好会の皆様には相当なご負担をお掛けすることになります

が、ユニークで個性的で魅力あふれる企画・立案をお願いします。 

また、会員の皆様・ご家族の皆様にはクラブの諸行事、同好会の諸行事への積

極的な参加をお願いします。 

数値目標としては、城岡年度の目標でもありました会員数を４０名にするという

目標を今期も引き継ぎ、皆様のご協力を得ながら会員増強委員会と共に達成を目

指したいと考えます。 

力量不足であることは私自身が百も承知であります。折に触れ、お叱りをいただ

き、またご助言をいただきながら進めてまいりたいと考えます。 

何卒、ご指導・ご鞭撻・ご協力賜りますよう重ねてお願い申し上げて、会長就任

の挨拶とさせていただきます。 

 

 

 「 幹事就任の挨拶 」 

幹事 塩見守 

 

入会４年目の未熟な私が幹事という大役を務めさせて頂く事になりました。 

前中川幹事は完璧に務められましたが、私は皆様にご迷惑をお掛けするのではない

かと心配しています。しかし、こんな私を幹事に指名して下さいました、山ノ内会     
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委 員 会 報 告 

Ｓ Ａ Ａ 報 告 

長の気持ちにお答えする為に一日でも早く会長の考えや思いを理解して、クラブ内に発

信して行きたいと思います。 

さて、本年度堺北ロータリークラブの方針は会長の強い思いにより「仲良く、楽しく」

とさせて頂きます。山ノ内会長はロータリー活動を行うのに、楽しくなければ集まらな     

い、仲良くなければいい奉仕活動はできないと考えておられます。私も同じ考えでござ

います。 

本年度も沢山の奉仕活動と行事予定が計画されています。この一つ一つを成功させる

為に私の出来る事は何かを考えて行動して行きたいと思います。どうか皆様、ご理解と

ご協力を宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

親睦活動委員会 

          例会変更及び「ビア・パーティ 夜間例会のご案内」 

親睦活動委員長 徳田稔 

  

〇例会開催日 日時変更 

 ７月２５日（金）の例会は、７月２６日（土）午後７時からPANTARONより

“COOKA（クーカー）”に変更 

〇ビア・パーティ夜間例会 

 恒例のビアパーティ！今年は人気スポットアベノHARUKASUにある大阪マリオ

ット都ホテルで、夜景を楽しみながら冷たいビールを飲み、暑い夏を乗り切るために

企画しました。 

記 

日時：平成26年7月26日(土) 

              受付19時20分 開会19時30分 

場所：大阪マリオット都ホテル19F“ライブキッチン COOKA” 

会費：会員6000円 ご家族5000円 ゲスト実費 

締切：7月18日(金)まで 

以上 

   

 

 

堀畑好秀会員 山ノ内・塩見丸の出航を祝って。 

池田茂雄会員 山ノ内会長・塩見幹事、新しい年度のスタートおめでとうございます。 

新井茂文会員 山ノ内会長と役員の方々今年度もよろしくお願いします。「微笑み 

があればクラブは生きる」 

那須宗弘会員 山ノ内会長の船出を祝しまして 

山中喜八郎会員 山ノ内さんの会長就任を祝って 

山ノ内修一会員 会員の皆様、今年度一年どうぞよろしくお願いします。 

宇瀬治夫会員 山ノ内会長・塩見幹事・木畑SAAの船出を祝して。 

城岡陽志会員 池田会員、一年間会計監査を担当して頂き有難うございました。 

                山ノ内丸の船出難破しないように祈っています。 

徳田 稔会員 山ノ内丸の船出を祝して、後ろより応援致します。頑張って下さい。 

綿谷伸一会員 山ノ内丸の出航を祝して！ボンボヤージュ‼  

中田 学会員 山ノ内丸の出航祝して 

坂田兼則会員 本年度、山ノ内会長・塩見幹事、木畑SAAよろしくお願いします。 

木畑 清会員 SAAを務めます。１年間よろしくご協力の程お願いします。 
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そ  の  他 

澤井久和会員 山ノ内会長・塩見幹事・木畑SAA、今年度よろしくお願い致します。 

今年度は皆出席目指そうかな！ 

中川 澄会員 山ノ内さん・塩見さん・木畑さん、１年間よろしくお願いします。 

頑張って下さい。 

塩見 守会員 大役を務めさせて頂きます。皆様にご迷惑をおかけしない様に一年間務

めさせて頂きます。山ノ内会長不安かと思いますが宜しくお願いします。 

藤永 誉会員 山ノ内会長・塩見幹事・木畑 SAA よろしくお願いします。ご用の際は

遠慮なくお申し付け下さい。 

畑中一辰会員 山ノ内会長・塩見幹事・木畑SAA・役員様、本年度もよろしくお願い致

します。 

合 計 ７６，０００円 

 

 

 

 

第１回 定例理事会 

2014-2015年度理事会出席メンバー 

山ノ内、綿谷、坂田、塩見、木畑、池田、徳田、中田、城岡、中川、笹山、藤永 

（オブザーバー 山中）（計１２名中１２名出席により理事会成立） 

日 時  ２０１４年７月４日（金）例会後 

場 所  「ＰＡＮＴＡＲＯＮ」 会議室 

議 案   

１． 本年度RI会長のテーマ並びにクラブ会長の 

方針確認  

「ロータリーに輝きを」堺北クラブ方針は、「仲良く、楽しく」です。 

２．６月度 １１ＲＣ連絡会報告 －承認 

３．社会奉仕事業の件 －例年通り 

４．地区予算の件 －検討 

５．７月１日 現在の会員数   

         会員数  ３２名 

名誉会員  １名 （田中朝彦会員）  確認しました。            

６．理事会・委員会 構成確認の件 －承認 

７．２０１３～２０１４年度決算の件 －承認 

８．２０１４～２０１５年度予算の件 －承認 

９．会計監査承認の件 國井会員に依頼 －承認 

１０．取引銀行の件  

大阪信用金庫堺東支店（一般・ニコニコ・米山・基金・囲碁フェスタ） 

りそな銀行堺東支店（一般・基金定期）・ゆうちょ銀行堺支店（記念行事） 

みずほ銀行堺支店（記念行事定期）    －承認 

１１．例会日確認の件       

例会日は原則毎週金曜日とする。 

休会日は休日・祝日・他に４日（本件度は、8/15・12/26・5/1・6/26）とする  

－ 承認                    

１２．出席適用免除の件  

           定款第９条第３節（ａ）－承認 

濵口会員 三上会員 

１３．その他確認事項 

（１）誕生日お祝い品 親睦委員会提案      

会員はなし 

         夫人 お花 －承認 
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（２）結婚記念日お祝い   すし亭幹 食事券 －承認 

（３）皆出席記念品 １００％バッチ －承認 

（４）同好会  

         ゴルフ（北輪会）・あるこう会・グルメの会・写真同好会・囲碁クラブ －承認 

（５）新入会員は親睦活動委員会に所属すること 別委員会にも所属可能 －承認 

１４．その他 

（１）手帳・アッセンブリー資料の印刷費について －承認  

         印刷会社 初田印刷㈱ 手帳（70部）作成 

アッセンブリー 事務局作成の為、コピー代と用紙・製本代 

（２） 親睦活動委員会例会変更の件 －承認 

          ７月２５日（金）を７月２６日（土）ビアパーティに変更          

（３）事務局 夏期休暇の件  後日報告             

（４）事務局職員 夏季賞与の件 後日報告      

（５）メイクアップの件     

            社会奉仕・国際奉仕・職業奉仕の各委員会で例会時以外の委員会活動に出席した

場合もメイクアップ扱いとする。（委員会報告書提出必要） 

（６）その他   

アセアンウィーク協賛について （前年度協賛金１万円） 

堺市民オリンピック （前年度協賛金１万円）  －承認 

 

堺１１RC連絡会 

日時： 平成２６年６月１４日（土）１７：００ 

場所： ホテルアゴーラリージェンシー堺３Ｆ 春慶 

・ホストクラブ会長挨拶 

・今年度・次年度ガバナー補佐および次年度地区代表幹事紹介 

・各クラブご出席者紹介 

＜議案＞ 

         １．第６８回堺市展開催に伴う賞状及び記念品の交付依頼の件（堺ＲＣ） 

           ⇒ ７月度連絡会にて審議予定 

         ２．堺市展協賛依頼の為、７月度連絡会へ出席願いの件（堺ＲＣ） 

           ⇒ 堺ＲＣよりあらためて文書にて審議依頼 

 ３．堺１１ＲＣ連絡会申し送り事項、申し合わせ事項について最終確認（堺泉ヶ丘

ＲＣ） 

           ⇒ 申し送り事項に変更箇所あり。別紙にてご確認下さい。 

＜次回連絡会＞  

開催日時：平成２６年７月２４日（木）１４時３０分～ 

場  所：ホテル・アゴーラリージェンシー堺 3階「橘の間」 

ホ ス ト：堺ロータリークラブ 

 
今週の歌 

「上を向いて歩こう」 
 
上を向いて 歩こう 涙がこぼれないように 
思い出す 春の日 一人ぽっちの夜 
 
上を向いて歩こう にじんだ 星をかぞえて 
思い出す 夏の日 一人ぽっちの夜 
 
幸せは雲の上に 幸せは 空の上に 
上を向いて歩くこう 
涙がこぼれないように 
泣きながら 歩く 一人ぽっちの夜 


