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前回の例会 

2016年 4月 15日(金)第 1705回 

「 テーブル会議 」 

議題 

①ガバナーノミニー選出について 

②第 6回「子ども囲碁フェスタ・堺」 

について(時間がなく次回まわし) 

今週の歌 「日も風も星も」「春の小川」 

     「堺北ＲＣの歌」 

お客様の紹介 中村淳様（タイ・ブンクム RC） 

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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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 

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）  

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

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

ガバナー(第 2640地区)  ： 辻 秀和 

ガバナー事務所  URL   ： http://www.rid2640g.com 
        E-mail ： hidekazu-2640@pure.ocn.ne.jp 
会長：坂田兼則  幹事：藤永 誉  広報委員長：山ノ内修一  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 

2016年 4月 22日 第 1705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 

2016年 4月 22日(金)第 1706回 

卓 話 「 歌碑建立のこと 」 

卓話者 三上 尚嘉 会員 

今週の歌 「奉仕の理想」 

「故郷」 

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 

 

 

 
2015-16 年度 国際ロータリーのテーマ 

「世界へのプレゼントになろう」 
Be a Gift to the World 

国際ロータリー会長 K.R. ラビンドラン（スリランカ・コロンボ RC） 

本日の例会 

 

時間 

 

次週の例会 

 

時間 

 

2016年 5月 13日(金)第 1707回 

卓 話 「 幹事の感じ方 」 

卓話者 藤永誉会員 

＜４月１５日(金)の出席報告＞ 
会 員 数           31名 
出席会員           21名 
欠席会員             10名 
ビジター           0名 
ゲスト                      1名 
4月 1日(金)の出席率    77.41％ 

「 故 郷 」 

兎追ひし かの山 

小鮒（こぶな）釣りし かの川 

夢は今も めぐりて 

忘れがたき 故郷（ふるさと）  

 

如何（いか）にいます 父母 

恙（つつが）なしや 友がき 

雨に風に つけても 

思ひ出（い）づる 故郷  

 

志（こころざし）を はたして 

いつの日にか 帰らん 

山は青き 故郷 水は清き 故郷 

http://www.sakai-kita.jp/
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「 テーブル会議 」 

 

2018-19年度ガバナー候補者推薦書が4月25日(月)回答期限で辻ガバナー事務所から

届いております。 

堺北クラブから推薦するか、しないか。 

また、推薦する場合は、どなたを推薦するかについて皆様のご意見をお聞かせいただき

ます。 

 

・先日開催された次年度委員長会議にてガバナーエレクト、ガバナー補佐がガバナーの

仕事を理解できていないようである。ガバナー補佐を３度断ったが 

宇瀬会員がガバナー補佐をされているお顔を拝見し、とても楽しそうにされているので

今回受けることにしました。 

次年度ガバナー補佐は、9名ですがガバナーの仕事をとって、誰でもガバナーができる体

制づくりをしてまいります。 

また、ガバナーは、費用がかかる（自己負担が多い）と思われているが、ガバナーが組

む予算で運営するため例えば、国際大会への参加費用（交通費含む）も地区の予算で賄

える。従ってほとんど自己負担はない。 

当クラブから推薦するか否か？ 

堺北から出すべき。福井ガバナーエレクトからも堺北から是非出して欲しいとの声もあ

りました。 

堺北には、数名の候補者がいると思う。時間の負担もあるので、数年後に向けて調整の

できそうな方がいます。 

但し、ガバナーを当クラブから出すとなると、それなりの支援体制も構築しておかなけ

ればならないので地を固めてからいずれ早いうちに堺北からを目標にする。 

今回は、準備時間もないため見送りとする。 

2020-21年度は、当クラブ40周年なので考慮が必要である。 

（記） 幹事 藤永 誉 

 

 

 

 

 

会長 坂田兼則 

 

 昨日、藤永幹事と宇瀬会員とで新井さんの様子を伺いにいってきました。病室には入

れませんでしたが、奥様とお会いでき様子をお聞きしました。時折意識がもどるようで

すが、今は面会までには行かないようです。 

又、徳田さんも現在リハビリ中で、お元気にされておられました。 

 一つ皆様にお詫び申し上げます。先週の会長の時間に南米ウルグアイの元大統領の

「ホセ・ムヒカ」氏のテレビ放映がその日の 7：00からとお知らせしましたが、間違っ

会長の時間 

時間 

 

卓   話 

時間 
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ており本当は４月９日（土）の午後 3：30からでした。誠に申し訳ありませんでした。

想像どおりのお顔でしたが、時折厳しい目つきをされておりましたが、話の内容は心に

残るものでした。 

 さて、本日の卓話は予定を変更して「テーブル会議」とさせていただいております。 

というのも地区から「ガバナーノミニー」の選出についての候補者推薦書の提出依頼が

届いております。 

先週の会長の時間でもお話いたしましたが、次年度の福井ガバナーのときには、当クラ

ブから山中ガバナー補佐をはじめとして合計４名の地区役員を送り協力させていただい

ております。 

先週の 8日(金)の晩に当クラブの相談役会を開催いただき、地区「ガバナーノミニー」

について協議いただきました。 

 つきましては、本日の「テーブル会議」にて会員皆様の御意見を伺いたいと幹事と相

談しまして皆様にお願いするものであります。よろしくお願いします。その後、今年の

「第 6回子ども囲碁フェスタ・堺」についても皆様の御意見を伺いたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

 本日の会長の時間をお借りしまして、今日お越しいただいております、中村さんに御

挨拶を兼ねてロータリーについてお話してもらいたいと思います。それでは中村さんよ

ろしくお願いします。 

 

 

 

社会奉仕委員会 

社会奉仕委員長 塩見 守 

「４月度ダメ・ゼッタイ募金」報告 

 

今月はステラおばさんのミニクッキー詰め合わせを用意しました。 

募金額は９５００円でした。 

皆様のご協力に感謝いたします。 

 

 

職業奉仕委員会 

職業奉仕委員長 中川 澄 

「香道体験会のご報告」 

 

平成２８年４月１７日(日)、奥野圭作会員のご尽力により、香道泉山御流南大阪支部長

栖瑲庵神垣裕香先生を講師としてお招きし、奥野晴明堂ホールにて香道体験会を開催し

ました。香道は、日本の伝統的な芸道の一つですが、茶道や華道に比べて接する機会が

少ないためか、参加者１４名のうち奥野会員以外は香道初体験でした。 

まず、特定非営利法人自由都市堺・町衆会議学芸員の服部美登里先生に、お香と堺の

関わりや香道で使用する香木がどのようにしてできるのかについてお話をして頂きまし

た。香木の源植物は日本には生息していない特定の種類の木で、これに特定の種類の菌

が付着し、特定の環境下に置かれたとき、香木ができるとのことです。条件が揃わなけ

れば香木ができないこともあり、香木は非常に高値で取引されているそうですが、講師

委員会報告 
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席には奥野晴明堂所有の大きな香木が無造作に置かれており、そんなところに置いて大

丈夫なのかと少し心配になりました。 

続いて、神垣先生に、香道についてご説明頂き、香の聞き方（香道では香をかぐこと

を「聞く」と表現します）・作法をお教え頂きました。その後、香を聞き分けるゲームを

実際に体験しました。始めに「雪」「月」「花」という名の香炉が順に３つ回ってき、そ

れぞれの香りをよく覚えておきます。その後、参加者が香りをあてる香炉が１つ来るの

で、その香りが先の「雪」「月」「花」のいずれであるか紙に書いて答えるのです。香り

の違いは微妙で、「わからん」という声があちこちからあがっていましたが、ふたを開

けてみると参加者の半数が正解を当てていました。 

ゲームの後、木畑清会員ご紹介の老舗・丸一菓子舗の季節の和菓子を頂き、会はお開

きとなりました。 

香道の奥深さの一端に触れることができ、日曜の午後を非常に優雅な気持ちで過ごす

ことができました。神垣先生、服部先生、奥野会員、木畑会員には大変お世話になりま

した。この場を借りて御礼申し上げます。 

 

 

新世代委員会 

新世代委員長 澤井久和 

「第34回RYLA研修セミナーのご案内」 

 

2015-16年度第34回RYLA研修セミナー実施 

4月 29日(金)～30日(土) 

河内長野市立滝畑ふるさと文化財の森センターにて、ご参加・ご見学宜しくお願い致し

ます。 

 

 

北輪会 

代表世話人 藤永誉 

「第86回北輪会開催」報告 

 

春うららかな絶好のゴルフ日和の中 4月16日（土）に第 86回北輪会が会員、ご家

族、ご友人の全 22名のご参加をいただき堺市の天野山CCにて開催いたしました。 

優勝 田口様、準優勝 城岡キヌ子様 3位 塩見会員でした。今回は、ご家族、ご友

人のご参加が多くゴルフ同好会の目的のひとつである親睦を深めることができました。

会長より会長賞、綿谷様より女性優勝賞、宇瀬会員よりギフトセットなど特別賞をご提

供いただきました。 

お心遣いいただきありがとうございます。 

また、次回 87回に向けてゴルフ同好会一同協力して活動してまいりますので、多数の

ご参加をよろしくお願い申し上げます。 

次回は、9月後半を予定しております。 
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会員増強委員会 

会員増強委員長 嶽盛和三 

「会員増強委員会 開催のご案内」 

 

春暖の候、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、下記の通り会員増強委員会を開催いたします。 

委員会の皆様ご出席下さいます様お願い申し上げます。 

記 

日 時：平成28年5月13日（金）18：30～ 

場 所：すし亭 幹 

 

 

 

中村 淳様(ブンクムRC) 堺北RCの皆様には、 

毎年タイにご支援頂き有難うございます。次年度も中田学会長一行様のお越しをタイで

お待ちしております。 

坂田兼則会員 中村様、よくお越し下さいました。昨日はお疲れ様でした。 

那須宗弘会員 昨日は有難うございました。無知な坊主で御迷惑を掛けています。 

山中喜八郎会員 中村さん、本日ご来会有難うございます。これからも宜しくお願いい

たします。 

山ノ内修一会員 中村さんが来られる日に欠席ですみません。どうぞお元気でご活躍下

さい。 

中田 学会員 中村様、ようこそ堺北 RCへ。タイでは大変お世話になりました。 

木畑 清会員 先日、卓話して頂きました日下部先生が大阪大学の入学式で 8000余名

を前にご講演されました。おめでとうございます。 

澤井久和会員 澤井です。 

小西幹夫会員 中村様、遠い所、御苦労様です。 

合計 ３２，０００円 

 

 

 

（１）本日の配布物  

・週報 

   ・ブンクムRC中村様よりお土産 

 

（２）幹事報告  

   ・次週4月22日(金)の卓話は、 

三上会員です。（例会場にて） 

 

・4月29日(金)の例会は祝日の為、休会。 

 

・5月6日(金)の例会は定款第 6条第1節により休会とさせて頂きます。 

 

幹事報告 

 

時間 

 

ＳＡＡ報告 
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   ・卓話スケジュール変更のお知らせ 

（予定）5/13 國井会員卓話 → （変更後）藤永誉会員 

（予定）5/20 藤永会員卓話 →  

（変更後）第３回次年度の為のクラブアッセンブリー 

（予定）5/27 第３回次年度の為のクラブアッセンブリー → 

            （変更後）國井会員卓話（外部卓話） 

 

（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 

5月5日(木)→定款第6条第1節により休会 

5月26日(木)→5月22日(日)9：00～ 

   場所：北野田駅前ロータリー花壇  植栽奉仕活動 

  ・和泉ロータリークラブ 

   ５月４日(水)→休会（祝日休会） 
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