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前回の例会 

2017年 6月 17日(土)第 1757回  

「例会変更 及び 最終例会」 

於いて、南海グリル東店３Ｆ 

受付 17：00～ 点鐘 17：30～ 

 

 

 

 

 

 

前々回の例会 

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 

今週の歌 「日も風も星も」「七つの子」 

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（６月度） 

 那須宗弘会員（第１０回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     

 

 
 

 

2017年 7月 7日 第 1756号・第 1757号 

2017年 7月 7日(金)第 1758回  

卓 話「会長就任の挨拶」 

卓話者 会長 辰 正博 

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・奥様誕生祝い（７月度） 

 宇瀬 治夫会員(2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) 

○結婚記念祝い（７月度）なし 

 

  

 

 

 2017-18 年度 国際ロータリーのテーマ 

「ロータリー：変化をもたらす」 

国際ロータリー会長 イアン・ライズリー（オーストラリア・SandringhamRC） 

本日の例会 

 

時間 

 

2017年 7月 14日(金)第 1759回  

卓 話「第１回クラブアッセンブリー」 

委員会委員長 

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)  ： 岡本 浩 

ガバナー事務所  URL   ： http://www.rid2640g.com/okamoto/  

        E-mail ： okamoto2640@athena.ocn.ne.jp 
会長：辰 正博  幹事：池永隆昭  広報委員長：中川 澄  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 

 

＜6月 9日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            31名 
出席会員            18名 
欠席会員              13名 

  ゲ ス ト           1名 
ビジター            0名 
4月 21日(金)の出席率     90.32％ 

 

＜6月 17日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            32名 
出席会員            23名 
欠席会員               9名 

  御家族           15名 
ファミリー会員・その他    5名 
4月 27日(金)の出席率     80.64％ 
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「入会の御挨拶」 

綿谷 伸一 会員 

 

紹介頂きました綿谷です。 

会員皆様のご承認を頂き、堺北ロータリークラブに再入会させていただきました。 

退会して約３年。例会場も変わり新たな気持ちで、奉仕の理想を求め続けて行こうと思

います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

「会長退任の挨拶」 

会長 中田 学 

 

本日は、１年間を振り返って。 

 まず、１６年度最初の行事は、７月３０日大阪の太閤園でビア・パーティに４４名の

会員・家族・ファミリー会員の皆様に参加頂きました。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致

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、祥雲寺にて

開催致しました。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 RC の４クラブにより合同例会。大変

盛り上がり、また開催して頂きたいとの要望がありました。 

１０月２２日・２３日と２６４０地区の地区大会がホテル・アゴーラ堺で開催されまし

た。堺RCからガバナーが輩出されましたので、多くの皆様に参加頂きました。 

１１月３日は清心寮の子ども達とふれあいBBQ大会で、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、あっという間にお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。楽しい１日を過ごしました。親の愛情にかける子ども達です。

また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。 

堺北の一番の行事１１月１３日第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。同伴者の方々の参加も１００名ほどあり、大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庁で知事よ

り頂きました。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

会長の時間(6月 9日) 

 

 

入会の挨拶(6月 17日) 
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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 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。 

１２月１７日忘年家族旅行を大阪マリオット都ホテルで会員家族・ファミリー会員合わ

せて６１名の参加を頂きました。有名なところでの開催でしたら参加者も多いのかなと

感じました。中川会員には、大変お世話になりました。有難うございます。 

１７年度最初の行事は、特別例会を開口神社で１６名の参加で初詣を行いました。 

１月８日ガールスカウト新年会に参加。会員家族８名の参加。ゲーム大会や餅つきを子

ども達と一緒に楽しんできました。 

１月１２日例年通り堺９RCの新春合同例会が開催されました。 

２月４日「グルメの会・歩こう会共催」で大阪城の梅林を見学しながら５キロ程歩き、

えんどう寿司京橋店で豪華な昼食を頂きました。参加者は会員・家族・ファミリー会員

１４名での参加（食事のみ参加２名） 

３月５日～９日 国際奉仕活動でタイのロイエット地区の小学校２校に浄水器を寄贈し

てまいりました。大変厳しいスケジュールとなりましたので、次年度からはもっと打合

せをしてから工程を決めていけたらと思います。ノンケーム RC と友好クラブの延長と

ロイエット RC との調印式を行いました。宇瀬会員・那須会員・嶽盛会員・池永会員・

平野会員御苦労様でした。宇瀬会員の友人も参加いただきました。 

３月１０日は例会変更をし恒例の出羽ノ海部屋ちゃんこ例会を祥雲寺で開催。会員家族

１９名・友人３１名、合計５０名の参加がありました。楽しく過ごすことができました。

那須会員有難うございました。部屋の御嶽海の活躍はすごいですね。これからも上を目

指して頑張って頂きたいですね。 

３月１１日清心寮の子ども達を出羽ノ海部屋の朝稽古見学とちゃんこ鍋を囲んでの食事。 

那須会員・坂田会員・笹山幹事有難うございます。 

３月１２日「仁徳天皇陵清掃活動」会員１４名・準会員１名・家族・ファミリー会員４

名、計１９名の参加。清掃後、堺北の30周年事業に植樹した大仙公園の河津桜の花見に

行ってきました。満開は少し過ぎていましたが、皆で記念撮影をしました。 

３月３０日堺９RCの互輪会に参加。連続優勝はなりませんでした。 

４月６日春の交通安全運動街頭キャンペーンに参加。例年通り堺東駅前でのチラシの配

布。会員８名の参加がありました。 

４月２７日２回目の堺南・堺東南・堺清陵・堺北RC４クラブ合同例会をサンパレスにて

開催。今回も有意義な時間を４クラブで過ごす事ができました。他クラブからも参加し

たいと打診がありました。 

４クラブで協議が必要と回答しています。 

６月４日近鉄・吉野山「青の交響曲」の旅。日帰り旅行を何年ぶりかに実施しました。

桜の季節ではないのですが、新緑のきれいな時期に食事に温泉と楽しい１日を過ごしま

した。帰りには予約が取りにくいブルーシンフォニーでの帰宅。中川会員には切符の手

配から宿の予約といろいろ有難うございました。急な日程変更も聞いて頂きすみません

でした。 

以上が年間行事の主なところです。 

残すところ後２回で無事着岸できそうです。長いようで、あっという間だったのかなと

いう感じです。笹山幹事・木畑SAA・事務局の本村さん、坂上さん１年間有難うござい

ました。皆様に電話１本で用事を済ませたような気がします、御迷惑をおかけしました。

各委員長さん１年間ご協力有難うございました。無事に行事をこなすことができました。 

皆様には１年間ご協力頂きまして感謝申し上げます。 
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会長 中田 学 

 

皆様こんにちは。 

本日の最終例会に会員・会員家族・ファミリー会員と多くの皆様にお参加いただき大変

ありがとうございます。 

この１年、何とか無事着岸する事ができました。 

これも、会員・家族皆様のご協力でやってこれたと思います。有難うございました。 

事務局の本村さん、坂上さん至らぬ会長でした。 

電話１本で何もかも要件を済ませたように思います。協力有難うございました。 

次年度辰会長もより良い堺北クラブにしてくれますので、会員皆様の協力をお願い致し

ます。事務局も宜しくお願いします。 

皆様１年間本当に有難うございました。 

 

 

 

国際奉仕委員会 

2017-18年度国際奉仕委員会  

「第１回会議」開催の御案内 

2017-18年度国際奉仕委員長 平野祥之 

 

初夏の候、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 2017-18年度国際奉仕委員会「第１回会議」を開催いたします。 

また、タイ国浄水器寄贈で大変お世話になっております中村様がタイより来てください

ますので、歓迎会もさせて頂きます。 

皆様、ご出席のほど宜しくお願い申し上げます。 

記  

日時：平成29年7月7日(金)18時30分～ 

場所：すし亭 幹 

以上 

 

「カンボジア スナーダイ・クマエ孤児院 

絵画展のご案内」 

2017-18年度国際奉仕委員長 平野祥之 

 

 平素より国際委員会にご協力賜りありがとうございます。 

 さて、この度 7/14(金)甲南大学に於いて、カンボジア スナーダイ・クマエ孤児院の子

供たちの絵画展が開催されます。去年同様、今年も有志の皆さんで、鑑賞いたしたく、

ご多用のところ大変恐縮ではございますが、ご参加のほどお願い申し上げます。要項は

下記の通りです。 

記 

日時：平成２９年７月１４日(金) 例会終了後  

集合場所：南海グリル 

委員会報告(6月 9日) 

会長の時間(6月 17日) 
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＊車乗合いで現地まで行きます。 

絵画展開催場所：甲南大学内 甲友会館 

       （兵庫県神戸市東灘区岡本 8-9-1） 

以上 

 

出席委員会 

「出席委員会 会議 議事録」 

委員長 那須 宗弘 

 

開催日：平成29年6月14日 

18時30分 

場 所：すし亭 幹 

出 席：徳田・宇瀬・田口・塩見・ 

那須  

 

記 

１．2017-18年度活動方針について 

  出席率を上げる為には例会その他各種のメイクアップにある委員会活動への参加を    

促す 

 

２．2017-18年度活動計画について 

  ・ホームクラブの出席率を高める為、欠席者への積極的な働きかけを行い、紹介者

にも相談し原因と対策を練る 

  ・年に数回の高月間を設け、皆出席者には最終例会に於いての表彰の機会を作る 

  ・出席率向上の為の標語を南海かに分けて募集に週報に掲載してもらう様にする 

 

３．今年度の希望予算額について ５０，０００円をお願いする。 

以上 

 

 

親睦活動委員会 

「最終例会・家族会」開催！ 

親睦活動委員会 山ノ内修一 

 

 早いもので今年度もいよいよ大詰めとなり、「最終例会・家族会」を開催しました。 

日 時：平成２９年６月１７日（土）  

例 会 午後５時３０分～ 

家族会 午後６時００分～ 

場 所：南海グリル東館３階 

参加者：会員２２名、家族１６名、ファミリー会員２名、奨学生１名、事務局２名、合計

４３名 

 午後５時３０分から最終例会を開催。例会の中で綿谷伸一さんの入会式が行われまし

た。シンちゃんお帰り！よく戻ってきてくれました。皆、大歓迎です。その後、皆出席

表彰も行われました。対象者は１８名、多くの方が受賞されました。賞品は國井さん選

りすぐりの「南海グリル特製ハム詰め合わせ」。中田会長最後の点鐘で閉会。中田会長、

笹山幹事、木畑 SAA、一年間本当にお疲れ様でした。 

 午後６時から第２部の「家族会」。総合司会は南埜さんが勤めてくれました。城岡パス

委員会報告(6月 17日) 
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ト会長の乾杯の発声のあと会食がはじまりました。アトラクション１は池永会員が紹介

してくれた「短淵剛ショー」。ちょっと小さめでしたが、確かに長渕剛によく似ていてお

かしかったです。ギター２本をバックに歌ってくれました。しゃべりも上手で結構盛り

上りました。本職は何かと聞くと、「ハウス・カラー・コーディネーター」。つまりは塗

装屋さん。世の中、いろんな人がいるものです。 

 アトラクション２は「マタ・ダブルボギー」というコンビ名の漫才。正体は塩見会員

と藤永会員。この二人はそれぞれが強烈な個性で大の仲良し。息もぴったりでネタを披

露してくれました。事務局の二人が舞台下でカンペを広げていたのが印象的でした。漫

才の上手下手よりも、出てやろう、盛り上げてやろうという気持ちがうれしくありがた

かったです。お二人には感謝、ありがとうございました。 

 楽しい時間は早く過ぎます。歓談が続く中、次年度会長・幹事・SAA・親睦委員長の紹

介がありました。辰会長はじめ皆様のご活躍とご健闘を祈ります。 

 澤井副会長の閉会の挨拶があって、最後に藤永ソングリーダーによる「手に手つない

で」を歌ってお開きとなりました。ご参加いただいた皆様ありがとうございました。い

ろいろご協力いただいた親睦委員の皆様にも感謝申し上げます。ありがとうございまし

た。 

 

囲碁同好会 

「囲碁勉強会のお知らせ」 

代表世話人 池田茂雄 

 

 すでにご案内致しておりますように、新年度７月より毎月「第２例会・第４例会」終

了後、約１時間、講師の先生をお迎えして「囲碁勉強会」を開催いたします。 

場所は、当クラブ事務局前の広間です。 

 当クラブは「子ども囲碁フェスタ・堺」を７年に亘り行って参りましたが、会員の皆

さまには、是非とも囲碁の実践を通して、より理解を深めて頂きたいと思っております。

「直感・ひらめき」を養いながら脳を活性化させようではありませんか。 

ご参加をお待ちしております。 

 会場準備の都合上、出欠のご回答を７月７日迄にお願い致します。 

 

 

 

中田 学会員 後２回です！ 

池田茂雄会員 関西棋院公認インストラクター栗山登先生、ようこそお越し下さい 

ました。宜しくお願い致します。 

那須宗弘会員 中田会長、退任の挨拶お苦労様でした。後一回頑張ってください。 

坂田兼則会員 中田会長、笹山幹事、木畑 SAA1年間お疲れ様でした。後 1週間頑張って 

ください。 

塩見 守会員 栗山様ご指導よろしくお願い致します。中川会員、いつもお世話にな 

り有難うございます。皆様来週の最終例会よろしくお願いします。 

合計 １５，０００円 

 

 

 

ＳＡＡ（6月 9日） 

ＳＡＡ（6月 17日） 
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中田 学会員 綿谷さんおかえり！ 

中田 学会員 １年間有難うございました。 

松岡 史子様 役員の皆様１年間お疲れ様でした。そして有難うございました。 

白木 隆子様 中田会長、皆様１年間お疲れ様でした。今日も参加させて頂きまして 

有難うございます。今年は暑い夏になりそうです。お身体お大切になさ 

って下さい。 

國井 豊会員 今年度も色々お世話になりました。又、来期も宜しくお願い致します。 

那須宗弘会員 中田会長・笹山幹事・木畑 SAA、一年間御苦労様でした。ゆっくりお 

休みください。 

那須宗弘会員 綿谷会員入会おめでとうございます。又一緒にやっていきましょう。 

山中喜八郎会員 藤永理事様、池永副幹事様 先日の吉野の旅行では、大変お世 

話になりました。おかげさまで、無事に家にたどり着けました。靴 

の裏が抜けるなんて珍事で、大変ご迷惑をお掛け致しました。あの 

草履がなければ、次の電車で引き返しておりました。只、あの草履 

は痛く、何度も坂で転げそうになるのを助けて頂きました。何度も 

お手間をお掛け致しました事、お詫びと、御礼申し上げます。お親 

切身に沁みます。本当に有難う御座いました。 

山中喜八郎会員 中田会長様・笹山幹事様・堺北 RCの皆様へ 会長・幹事様には、１ 

年間ご無事にて会の運営を頂き、本当に有難う御座いました。おか 

げ様で、素晴らしい１年を過ごさせて頂きました。本当に有難う御 

座います。またご両人を始めとする堺北RCの皆様のおかげで、ガバ 

ナー補佐にさせて頂き、夢の様な１年でした。ガバナー補佐のチー 

フをさせて頂きましたので、九州から鹿児島から京都までの第３ 

ゾーンと言う地区からお呼びがかかり、日本国中に友達ができ、 

友達と言うにはおこがましい人達ばかりで、うんと勉強させて頂 

きました。それも、これも、全て堺北の皆様方のおかげで御座い 

ます。本日は所用があって、お会いできませんが、厚く御礼申し上 

げます。本当に有難う御座いました。 

城岡陽志会員 中田丸、一年間ご苦労さん。私はダイエットで５キロ痩せました。私は 

やればできる子です。辰さんも頑張りや！ 

北側一雄会員 中田会長はじめ役員の皆様、一年間有難うございました。辰さん、次年 

度頑張って下さい。期待しています。 

木畑 清会員 １年間お協力ありがとうございます。 

澤井久和会員 １年間ありがとうございます。 

山ノ内修一会員 中田会長・笹山幹事・木畑 SAA、一年間御苦労様でした。 

嶽盛和三会員 会長・幹事・役員の皆様御苦労様でした。来年度も宜しくお願い致しま 

す。綿谷さん再入会おめでとうございます。 
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奥野圭作会員 会長・幹事さん始め、理事・役員の 

皆様大変お世話になり、有難うござ 

いました。 

綿谷伸一会員 皆様宜しくお願い致します。 

合計 ９０，０００円 

 

 

 

 

（１）幹事報告  

  ・６月１６日（金）の例会は１７日（土）最終例会に例会変更いたします。１６日の    

例会はございませんので、お間違いなきようお願い申し上げます。 

 

 

 

（１）幹事報告  

  ・任期が終わってしまえば、あっという間の 1 年でした。安堵と寂しさが入り交じ

った何か不思議な気持ちです。 

退任に当たり、力不足の私を根気強く支えくださった多くの会員の皆さん、事務

局メンバーに心より感謝し、お礼申し上げます。 

ありがとうございました。 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

幹事報告(6月 9日) 

幹事報告(6月 17日) 

最終例会 2017年 6月 17日 
於いて、南海グリル東店 
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会　　　　長 (理事) 辰　正博 クラブ奉仕 (理事)

会長エレクト (理事) 澤井久和 職業奉仕 (理事)

副　 会　 長 (理事) 木畑　清 社会奉仕 (理事)

幹　　　　事 池永隆昭 国際奉仕 (理事)

Ｓ 　Ａ　 Ａ 中川　澄

会　　　　計 笹山悦夫

副幹事　小西幹夫

副ＳＡＡ　南埜貴史

相談役会 幹事　宇瀬治夫

委員会名 委 員 長

会員増強委員会 嶽盛　和三

 クラブ奉仕部門

親睦活動委員会 坂田  兼則

　担当理事 坂田兼則 広報委員会 中川　　澄

ホームページ委員会 池田 茂雄

出席委員会 那須 宗弘

 職業奉仕部門

　担当理事 藤永　誉

 社会奉仕部門 　 社会奉仕委員会 塩見　　守

　担当理事 塩見　守 　 新世代委員会 澤井　久和

国際奉仕委員会 平野  祥之

 国際奉仕部門
ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会 山中喜八郎

　担当理事 平野　祥之 木畑　　清

会長直轄委員会 囲碁大会準備委員会
委員長

宇瀬治夫

同好会名

写真同好会

ゴルフ同好会

歩こう会

グルメの会

囲碁同好会

　 伝統文化愛好会

坂田兼則

2017年～18年度 理事役員・委員会委員一覧表

・イアン・ライズリーＲＩ会長 （Sandringham RC・オーストラリア（ビクトリア州））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ・岡本 浩　第2640地区ガバナー　（和歌山城南RC）　  

理　　事　・　役　　員

藤永　誉

塩見　守

平野祥之

そ　 の　 他
直前会長  中田　学 直前幹事 笹山悦夫

(会計監事　池田茂雄)

構成員は主として
会長経験者

目的＝クラブ発展に向けての提言及び
人材育成

部　　門 副委員長 委　　　　員

藤永  　誉

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

城岡　陽志
堀畑・山中・小西・平野・木畑・泉谷
澤井・塩見・南埜・藤永・中川

山ノ内修一 米澤・嶽盛・池田

塩見　　守 徳田・國井・宇瀬・田口

藤永　  誉 笹山・塩見

　 職業奉仕委員会 藤永　　誉 中川　  澄 城岡・那須・塩見

中田　  学 三上・南埜・那須・奥野・藤永

南埜　貴史 新井・池田

嶽盛　和三 泉谷・小西・澤井・宇瀬

堀畑　好秀 濵口・嶽盛・塩見

副委員長
塩見・藤永・平野

会員全員

　 米山奨学委員会
笹山　悦夫 北側・米澤

米山カウンセラー　　 小西　幹夫

同  好  会

代表世話人 世話人

米澤　邦明 藤永

塩見   　守 藤永・中田

藤永   　誉 奥野・木畑

中川   　澄 山ノ内・藤永

木畑　   清 小西

池田　茂雄 宇瀬
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日  付 行    事 卓 話 者 日  付 行   事 卓 話 者 

2017年 
7月 7日(金) 会長就任挨拶 辰 正博会長 

2018年 
1月 3日(水) 特別例会・開口神社参拝 － － － 

  14日(金) 第 1回ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ 各委員長 5日(金) 3日に例会変更 － － － 

  21日(金)  池田会員 11日(木) 堺 9RC新春合同例会 場所： 

  28日(金) 29日に例会変更 － － － 12日(金) 11日に例会変更 － － － 

29日(土) ビア・パーティ 場所： 19日(金)  那須会員 

8月 4日(金) 
会員総会・会員増強月

間 
嶽盛和三委員長 26日(金)  堀畑会員 

11日(金) 祝日休会 － － － 2月 2日(金) 国際奉仕フォーラム 平野祥之委員長 

  18日(金)  田口会員 9日(金) 第 2回ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ 各委員長 

  25日(金)  山ノ内会員 16日(金)  國井会員 

9月 1日(金) 新世代フォーラム 澤井久和委員長 23日(金) テーブル会議 － － － 

  8日(金)  木畑会員 3月 2日(金)  小西会員 

  15日(金) 休会・定款第８条  9日(金) 社会奉仕フォーラム 塩見 守委員長 

  22日(金)  城岡会員 16日(金) 17日に例会変更 － － － 

  29日(金) ガバナー公式訪問  17日(土) 春の親睦家族旅行(日帰り) － － － 

10月 6日(金) 職業奉仕フォーラム 藤永 誉委員長 23日(金)  米澤会員 

13日(金) フアイヤサイトミーテイング  30日(金) フアイヤサイトミーテイング  

20日(金)  奥野会員 4月 6日(金) ロータリー雑誌フォーラム 中川 澄委員長 

27日(金) 11月 5日(日)地区大会へ － － － 13日(金)  宇瀬会員 

11月 3日(金) 祝日休会 － － － 20日(金)  南埜会員 

5日(日) 地区大会（和歌山市内） － － － 27日(金) 休会・定款第８条 － － － 

10日(金) ロータリー財団フォーラム 
山中喜八郎 

委員長 
5月 4日(金) 祝日休会 － － － 

17日(金)  徳田会員 11日(金) テーブル会議  

 19日(日) 第7回子ども囲碁フェスタ  18日(金)  三上会員 

24日(金) 
19 日囲碁フェスタに例会変

更  25日(金) 
第 3回ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ 

(次年度の為の)  
次年度各委員長 

12月 1日(金) 年次総会・卓話 中田会員 6月 1日(金)  笹山会員 

8日(金) 上半期を顧みて 辰 正博会長 8日(金) 第 4回ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ 各委員長 

15日(金) 16日に例会変更 － － － 15日(金) 会長退任挨拶 辰 正博会長 

16日(土) 忘年家族会 場所： 22日(金)   23日に例会変更  

22日(金) 休会・定款第８条 － － － 23日(土) 最終例会 場所 

29日(金) 休会 － － － 29日(金) 休会・定款第８条 － － － 

2017～18 年度 卓話予定表    
 


