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前回の例会 

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年 7月 14日第 1758号 

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 

今週の歌 「奉仕の理想」 

     「七夕さま」 

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（７月度） 

  山中喜八郎会員 

  

  

 

 

 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 21日(金)第 1760回  

卓 話「ホームページが 

益々身近になります」 

卓話者 池田 茂雄 

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 

 

＜7月 7日(金)の出席報告＞ 

会 員 数            31名 

出席会員            23名 

欠席会員               9名 

  ゲスト            0名 

  ビジター           0名 

4月 27日(金)の出席率     80.64％ 
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「会長就任の挨拶」 

2017-18年度会長 辰 正博 

 

今年度会長に就任することになりました辰です。 

幹事の池永様、ＳＡＡの中川様、会長エレクトの澤井様、副会長の木畑様と共に１年間

頑張って参ります。 

今年度Ｒ１会長イアン・Ｈ・Ｓ・ライズリー氏のテーマは「変化をもたらす」です、又２

６４０地区の活動方針はロータリーの原点を再確認し２６４０地区の新たな飛躍を目標

としています。 

 私は昭和３２年２月２３日生まれ、６０歳になります。大学を卒業後は父の電気工事

業の跡を継ぎました。堺北クラブには平成１２年３月３日に堀畑会員、國井会員の紹介

で入会させて頂きました。 

当時は会員数４８名で平均年齢も５０歳台の方々でしたので、例会もたいへん活発で私

も大変緊張しました。しかし皆様やさしい方々ばかりで楽しく例会も出席できました。 

今年度も引き続き楽しく内容のある、来て良かったと思える例会を運営したいと思って

おります。 

 会員増強、奉仕活動、親睦活動を重点に有能な職業人の知識を結束していただいて地

域社会でもっと知名度を上げていきたいと考えています。 

 会員増強に関しては退会した会員の再入会の推進や、若い会員及び女性会員の入会促

進に取り組まないと将来の増強は望めないと思います。 

 堺北ＲＣの発展と将来を守るために会員全体の協力が必要です。 

また今年度に出来ましたホームページ委員会で堺北クラブの活動状況を会員様及び外部

の方々にも見て頂いて、ロータリーのイメージアップにつながれば良いと思っています。 

 総体的に将来のロータリーの善きリーダーを増やして行きましょう。 

池永幹事様、中川ＳＡＡ様、全会員の皆様と共に頑張って参りますので宜しくお願いし

ます 

１年間楽しく、有意義に！ 

 

 

 

広報・職業奉仕・社会奉仕委員会 

「広報・職業奉仕・社会奉仕 

合同委員会開催のご案内」 

広報委員長 中川 澄 

職業奉仕委員長 藤永 誉 

社会奉仕委員長 塩見 守 

 

向夏のみぎり、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

2017-18年度がいよいよスタートいたしました。 

早速ではございますが、下記の通り広報・職業奉仕・社会奉仕 合同委員会を開催いた

します。 

会長の時間 

委員会報告 
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ご多用中のところ恐れ入りますが、ご出席を賜りますよう宜しくお願い致します。 

 

記 

日 時：平成29年7月１９日（水）１８時３０分 

場 所：すし亭 幹  

以上 

 

会員増強委員会 

会員増強委員会 開催のご案内 

会員増強委員長 嶽盛 和三  

 

向夏のみぎり、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

2017-18年度がいよいよスタートいたしました。 

今年度、微力ながら委員長を務めさせていただきます。1年間どうぞよろしくお願いい

たします。 

早速ではございますが、下記の通り会員増強委員会を開催いたします。 

ご多用中のところ恐れ入りますが、ご出席を賜りますよう宜しくお願い致します。 

 

記 

日時：平成 29年7月21日（金）例会終了後 

場所：例会場にて 

以上 

 

 

 

米山奨学委員会 

「米山功労者表彰」 

米山奨学委員長 木畑 清 

 

「第６３回メジャードナー」となりました 

濵口正義会員、おめでとうございます！ 

 

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会について 

外国人留学生を支援する民間最大の奨学団体です。 

ロータリー米山記念奨学会は、勉学、研究を志して日本

に在留している外国人留学生に対し、日本全国のロータ

リアン（ロータリークラブ会員）の寄付金を財源とし

て、奨学金を支給し支援する民間の奨学団体です。 

 

目的 

ロータリー米山記念奨学会は、将来母国と日本との懸け

橋となって国際社会で活躍する優秀な留学生を奨学する

ことを目的としています。優秀とは「（1）学業」に対する熱意や優秀性はもちろんのこ
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と、「（2）異文化理解（3）コミュニケーション能力」への意欲や能力に優れている点が

含まれます。 

ロータリー米山奨学生は、ロータリークラブを通して日本の文化、習慣などに触れ、社

会参加と社会貢献の意識を育て、将来ロータリーの理想とする国際平和の創造と維持に

貢献する人となることが期待されます。 

 

民間最大の奨学事業 

年間の奨学生採用数は 720人（枠）、事業費は 12.4億円（2013-14年度決算）と、国内

では民間最大の国際奨学事業となっています。これまでに支援してきた奨学生数は、累

計で 18,648人（2015年7月現在）。その出身国は、世界 123の国と地域に及びます。 

 

 

 

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。            

タイ前国王の記念紙幣です。 

辰 正博会員 １年間宜しくお願いします。 

那須宗弘会員 辰会長、今年１年間頑張って下さい。 

那須宗弘会員 中村さんタイでは大変お世話に成りました。 

那須宗弘会員 奥野会員、新聞で祥雲寺の紹介を頂き有難うございました。 

山中喜八郎会員 辰新会長さん・池永幹事さん１年間宜しくお願い致します。那須住職 

さん・奥野晴明堂代表者奥野圭作さん、なんと夕刊とは言え１面に載っ 

ていて、震えました。凄い事です。 

兎に角おめでとう御座います。本日７日７日で御座います。２２年前の 

平成７月７日に RCに入会させて頂き、２２年もの年が過ぎました。ま 

だまだ新人のつもりですので、お付き合い宜しくお願い致します。お帰 

り「しんちゃん」またご一緒させて頂く事、大変嬉しく思います。宜し 

くお願い致します。 

北側一雄会員 辰さん、池永さん、中川さん、一年間お世話になります。綿谷さん再入 

会を歓迎します。 

城岡陽志会員 九州の豪雨、御見舞いに御寄付総額59,000円有難うございました。 

徳田 稔会員 新役員の皆様１年間お世話になります。 

中田 学会員 辰丸の出航を祝して。 

中川 澄会員 辰会長、池永幹事１年間よろしくお願いします。中村様ようこそ。 

塩見 守会員 辰会長・池永幹事・中川 SAA今年１年間よろしくお願いします。中村様 

ようこそお越し下さいました。今日の夜は出席できません。申し訳ござ 

いません。 

藤永 誉会員 辰会長・池永幹事・中川 SAA今年度よろしくお願いします。中村様よう 

こそ。 

笹山悦夫会員 今日から急に心が軽くなったような気がします。ご支援有難うござい 

ました。今日ロータリーバッチ忘れました。罰金です。 

奥野圭作会員 新年度です。会長・幹事さん始め、理事・役員さん、今年度は大変お世 

話になりますが、よろしくお願いします。 

嶽盛和三会員 辰会長はじめ、役員の皆様方１年間よろしくお願い申し上げます。 

Ｓ Ａ Ａ 
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綿谷伸一会員 辰年度の出航を記念して 

合計 ７３，０００円 

 

 

 

（１）幹事報告 

  ・例会終了後、理事会を開催いたしますので、新旧理事・役員の皆様お集まりくだ

さいますようお願い致します。 

  ・当クラブ例会変更のお知らせ 

   ７月２８日(金)→７月２９日(土) 

ビア・パーティ 於：パノラマスカイレストランアサヒ２６階  

受付17：30～ 開会18：00～ 

   ８月１１日(祝・金)→祝日のため休会 

 

（２）他クラブ例会変更のお知らせ 

・堺ロータリークラブ 

 ７月２７日(木)→同日18時～ビアパーティ  

於：ホテルアゴーラリージェンシー堺３階 

   ８月１０日(木)→クラブ定款第８条第 1節（C）項の規定により休会  

   ８月３１日(木)→同日夕刻～台中東南扶輪社歓迎夜間例会 

於：ホテルアゴーラリージェンシー堺３階 

  ・堺南ロータリークラブ 

   ７月３１日(月)→休会 定款第８条に基づき 

８月１４日(月)→休会 定款第８条に基づき 

８月２８日(月)→８月２９日（火） 

          ２６Fサファイア１８：００～ クラブアッセンブリーのため 

    ・堺東南ロータリークラブ 

   ８月１０日(木)→定款第６条第１節の規定により休会 

   ８月２４日(木)→出雲大社 大阪分祠 堺東南オークション 

  ・堺中ロータリークラブ 

   ７月１９日(水)→家族例会 

日時：平成29年7月23・24日  

場所：伊勢志摩方面 前会長・幹事慰労会 

８月９日(水)→同日 場所：例会場変更 イカリ寿司予定  

８月２３日(水)→同日  場所：暑気払い例会  

８月３０日(水)→定款による休会 

 

 

 

第１回定例理事会（新旧引継ぎ） 

2017-18年度理事会構成メンバー  

辰、澤井、木畑、池永、中川、笹山、坂田、藤永、塩見、平野、中田、小西、池田 

2016-17年度理事会構成メンバー 

そ  の  他 

幹 事 報 告 
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中田、辰、澤井、笹山、木畑、池田、山ノ内、塩見、藤永、池永、坂田、小西、 

 

日 時 ２０１７年７月７日（金）例会後 

場 所 「南海グリル天兆閣別館ローズ」 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  

  RI会長方針確認、クラブ会長方針『楽しいクラブに』 

２．６月度 ９ＲＣ連絡会報告 －別紙確認 

３．社会奉仕事業の件  

例年通り、交通安全・仁徳天皇陵清掃・清心寮・囲碁・ダメゼッタイ・ガールスカウ    

ト－確認 

４．地区予算の件  

  ①地区大会分担金は、上半期に 5,000円とし、下半期はゼロとする。 

  ②ロータリー財団特別寄付金は、11月の「ロータリー財団月間」時に委員長より 

寄付を募る形式とする。－承認 

５．７月１日 現在の会員数   

  会員数 ３１名 

  準会員  １名（畑中準会員） 

名誉会員 ３名（田中・山田・新井各名誉会員） 

新たに新井会員を名誉会員とする 

６．理事会・委員会 構成確認の件 －確認 

７．２０１６～２０１７度決算の件   

－７月中に臨時理事会を開催 ８月初めに会員総会にて承認を頂く予定。 

７月７日(金)11：20～事務局にて会計監査をする。会計監査 終了を報告、承認 

８．２０１６～２０１７年度予算の件 －確認 

９．会計監査承認の件 池田会員に依頼 －承認 

１０．取引銀行の件 

大阪信用金庫堺東支店 

（一般・一般カード・ニコニコ・ニコニコカード・米山・基金・囲碁フェスタ） 

りそな銀行堺東支店（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）－確認 

１１．例会日確認の件 －確認     

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、9/15・12/22・4/27・6/29）とする               

１２．出席適用免除の件 ‐承認 

   定款第９条第３節（ａ） 

三上会員・濵口会員・山中会員・徳田会員 

１３．その他確認事項  

（１）誕生日お祝い品   

会員はなし 夫人お花 

（２）結婚記念日お祝い すし亭幹 食事券  
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（３）皆出席記念品   

ボールペン(希望者には 100%バッチ) 

（４）同好会  

   ゴルフ同好会（北輪会）・あるこう会・グルメの会・写真同好会・囲碁同好会・ 

伝統文化愛好会 

（５）新入会員は親睦活動委員会に所属すること 委員会にも所属可能    

１４．その他 

（１）手帳・アッセンブリー資料の印刷費について  

   前年度印刷会社 初田印刷㈱－70部にて承認 

手帳 60部 85,800円（税抜） 

      70部 88,900円（ 〃 ） 

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）親睦活動委員会他 例会変更の件 －承認 

   日程変更 

     7/28 → 7/29をビアパーテイーに変更 

     11/24→11/19   囲碁フェスタ 

     12/15→12/16  忘年家族会 

     1/5  → 1/11   新年合同例会 

          3/16 → 3/17  春の親睦旅行 

          6/22 → 6/23  最終例会 

   時間変更 

     10/13・3/30 ファイヤーサイトミーティング              

（３）事務局 夏期休暇の件 －幹事一任  

8/11～16(8/11 祝日、8/12 土曜日、8/13 日曜日の為)とする         

（４）事務局職員 夏季賞与の件 －承認 

（５）メイクアップの件 －確認    

   社会奉仕・国際奉仕・職業奉仕・各委員会で例会時以外の委員会会合に出席した

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   

   ・次期指名委員会設置について早急に設置する事を確認 

   ・上半期会費の請求 既送付済 －確認 

（７）新井会員 名誉会員に変更の件 －承認    

（８）その他会員の件 －確認 

（９）パスト会長・幹事・副会長 バッチの件 

   パスト会長のみに変更 

（１０）社会奉仕 協賛の件 －承認 

    堺アセアンウィーク・堺まつり  

協賛金10,000円 

    堺市展 協賛金7,000円（商品代金により前後する）    

（１１）国際奉仕 協賛の件 －承認 

    スナーダイ・クマエ絵画展に協賛 30,000円   

（１２）ＨＰの件 －承認 

   メンテナンス費 月額5,000円×12か月分 
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９ＲＣ連絡会 

６月度 堺９RC新旧合同連絡会議事録 

日時：平成 29年6月3日（土）17：00～ 

場所：ﾎﾃﾙ･ｱｺﾞｰﾗﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ堺3F ガーデンコート 

 

（議案） 

①堺９RC連絡会申し合わせ事項及び共同事業再確認について（堺東 RC） 

申し合わせ事項の確認と修正（別紙改訂版添付）           

②全国中学校美術部作品展実行委員会より次回連絡会出席のお願い 

‐次回連絡会に出席を許可する                   

③仁徳天皇陵案内板保険料更新のご報告 

 

次回連絡会 

平成２９年７月２１日（金）１４：３０～ 

場   所： 南海グリル４階 天兆閣別館 

ホ ス ト： 堺北ロータリークラブ 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例 会 風 景 

2017-18年度、「ロータリーとは何ですか」という問い に、私たちは「ロータリー：変化をもたらす」という

テー マで答えます。それぞれどのような方法で奉仕すること を選んだとしても、その理由は、奉仕を通じて人

びとの 人生に変化をもたらせると信じているからです。 

新しい 遊び場や学校をつくる、医療や衛生設備を改善する、 

 紛争仲裁者や助産師を研修するなど、私たちはその活動が、 

人数が多かろうが少なかろうが、誰かの人生を より良くしているのだと 

知っています。ロータリー入会 のきっかけが何であれ、 

私たちがロータリーにとどまり続けるのは、ロータリーで充実感を得ることができるからです。 

この充実感は、毎週、毎年、「変化をもたらす」 ロータリーの一員であることから湧き出てくるものなのです。 
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「復活・ご存知ですか？！」 

関西だけ通じる言葉 (関西で出来た造語) 

関西                    関東 

モータープール         パーキング  

カッターシャツ         ワイシャツ   

（ カッターシャツは、ミズノの商品名 ）  

突き出し                 お通し             

（ 京料理での先付から来ている ） 

フレッシュ               ミルク   

スコップ(小さい)          シャベル(大きい)   

 （ 関西・関東で逆 ） 

かしわ                   鶏肉 

 


