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前回の例会 

2017年 11月 10日(金)第 1773回 

卓 話 「ロータリー財団月間」 

卓話者 ロータリー財団委員長 山中喜八郎 

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 

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（１１月度） 

 田口 隆会員(12日) 木畑 明子様(16日) 

〇結婚記念祝い（１１月度） 

 宇瀬治夫会員(3日)米澤邦明会員(4日) 

 山ノ内修一会員(16日)中田学会員(18日) 

塩見 守会員(18日)奥野圭作会員(19日) 

三上尚嘉会員(23日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     

 

 
 

 

2017年 11月 17日第 1773号 

2017年 11月 17日(金)第 1774回 

卓話 「 米山奨学生卓話 」 

卓話者 米山奨学生 グェン・ティ・フーン様 

紹介者 小西幹夫カウンセラー 

今週の歌 「R-O-T-A-R-Y」「堺北ＲＣの歌」 

「この道」 

お客様の紹 

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（１１月度） 

 池田茂雄会員（第３５回） 

  

  

 

 

 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 

 

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 

 

＜11月 10日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            31名 
出席会員            17名 
欠席会員              14名 

  ゲスト            0名 
  ビジター           0名 

9月 8日(金)の出席率    90.32％ 

 

2017年 11月 19日(日)第 1775回 

「第７回子ども囲碁フェスタ・堺」 

場所：サンスクエア堺 

集合 １０時３０分 
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「ロータリー財団月間」 

ロータリー財団委員長 山中 喜八郎 

 

ロータリー財団月間については、皆様に用紙をお渡ししておりますので、ご覧くださ

い。 

 

今、我がクラブも嶽盛委員長さんが、副委員長の城岡さんと一緒に、一生懸命我がク

ラブの増強をなさっています。委員長さんの成功事例を持ちだし、増強が一つになろ

うとして、良い方向に向かって動かして頂いております。きっと良い成果を出される

と確信します。私も委員ですので、お話しを聞き、是非協力させて頂こうとすでに動

いています。 

会全体が一つになる、難しい事や大変な事を皆で知恵を出し合い、涙を流すほど動かし

ていただくと、ほっといても会は1つになります。 

嶽盛委員長、城岡副委員長、又委員の皆様他、増強委員会にオブザーバーとしてもご参

加頂いた皆様、なんとしても増強を成功させて、会を１つにすると言う目標を達成し

て、美味しいお酒を飲みましょう。 

 

今、本当のリーダーが少ないと思います。 

そこで、私たちロータリーは世の中にどのように貢献していかなければならないとお思

いでしょうか？ただ「奉仕プロジェクト」だけを考えていればいいのでしょうか？ 

さらに申し上げるならば、「今の世の中に、ロータリーがしている事を必要としている

のでしょうか？でなければ、それは何なんでしょうか？」 

私はこう考えます。「ロータリーと言うのは、本当のリーダーと言うものを養成し、世

の中に送り出す事ではないでしょうか。ロータリーと言うものは、各業種のリーダーの

集まりです。クラブ会長は、そのリーダーの中のリーダーです。昔は創業者の方が多

く、非常に苦労して努力されて強い信念をもって、生きてこられた方が沢山いらっしゃ

いました。非常にパワフルで、独特な感性をお持ちで、誰よりも他人の真似をするのが

大嫌いで、個性にある魅力ある会員さんが沢山いらっしゃいました。しかし残念なが

ら、そのような会員さんは今少なくなってきた様に思います。 

 ロータリーは「素晴らしい会員がいるから」会は素晴らしいと感じるのです。今の世

の中において、大変な思いで事業を経営し、毎日必死での思いで何とか生き抜こうと努

力している人たち、あるいは目の前のビジネスに追い掛け回されて、必死で頑張ってい

る若者達。この人たちはエリートと呼ばれる人たち程ですが、その人でも大変です。そ

のような若者に、このロータリーが「素晴らしく生きる考え方、大きな心、人の動かし

方、苦しい時の乗り越え方。ロータリーがこれらを与える事が出来たら、彼らはどんな

時間を工面してもロータリーに来ると思います。こんなロータリーが今の世にあってい

るロータリーだと私は思います。大変な時こそ。我々は仲間です。決して独りではあり

ません。お互い手をつなぎあって、現実を乗り越える努力をしませんか。 

夢の中の話ではありませんよ。 

本気でロータリーをやりましょう。 

 

卓   話 
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会長 辰 正博 

 

先週 11月３日は文化の日でした、この日は晴れの特異日とも言われており、博物館

や美術館などいろいろな場所で芸術祭などが行われます。 

今回はこの祝日と文化勲章についてお話ししたいと思います。 

文化の日は昭和２１年の同日に日本国憲法の公布が行われた日で自由と平和を愛し、

文化をすすめることを趣旨としています。 

しかし戦前は昭和２年に明治時代を追憶する目的で設定された明治節と言う明治天皇

の誕生日の祝日が元となっています。 

またこの日は文化勲章の授与式も行われる日でもあります。文化勲章は１９３７年に当

時の総理大臣の発案で開始されたもので、科学技術や芸術などの文化の発展や向上にめ

ざましい功績のある者に授与されるものであります。 

選考は文化庁文化審議会の選考会の意見の元、推薦、審査を経て閣議決定によって決定

され、毎年およそ５人ほどが内閣総理大臣に推薦されて叙勲されますが、例外としてノ

ーベル賞の受賞者は必ず選ばれるようなっています。また外国国籍の人もまれに選ばれ

ます。 

授与式は皇居の松の間で行われますが開始当時は天皇臨席の元で内閣総理大臣が授与し

ていましたが、１９９７年からはテレビでよく見る天皇陛下から直接渡される親授方式

に変更されてします。 

また天皇陛下から親授されるため大綬章（旧勲一等）と同位と位置づけされています。 

この勲章には日本国憲法第１４条の勲章の特権の付与の禁止の観念から副賞が伴われな

い物であったが、文化向上の貢献者に報いたいとの考えから、現在では文化功労者と同

じ扱いとすることで年額３５０万までの年金を支給されています。 

また 11月６日には同じく文化の発展向上などに功績がある人が選ばれる文化功労者の

発表があり、今年は中村吉右衛門さんやデザイナーのコシノジュンコさんら１５人が選

ばれました。 

日本は昔から豊かな文化が豊かな社会を育てると考えて、毎年政策として活動してきま

した、また同じく資源を持たない国として優れた科学技術などの発展も豊かな国の発展

に必要な物であるのは間違い無いので、これからもこれらの賞にふさわしい人が出てく

るように我々も健全な人間や社会の創造の為に活動していきたいと考えています。 

 

 

 

社会奉仕委員会 

「仁徳天皇陵 清掃奉仕活動」報告 

社会奉仕委員長  塩見 守 

平成 29年11月12日（日）「仁徳天皇陵 清掃奉仕活動」に当クラブの会員 16名、会員

家族 6名、ファミリー会員1名、ガールスカウト 8名の合計 31名で参加しました。今回

は堺北ＲＣが開会式と閉会式の司会進行の当番でしたので、平野会員にお願いしました。

素晴らしくきれいな声で聞き取りやすい司会進行でした。平野会員の才能に感激いたし

ました。今年は百舌鳥古墳群の世界遺産国内推薦が決まり、盛り上がりも感じました。

会長の時間 

委員会報告 
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その後各団体の清掃区域に分かれて清掃活動が開始されました。例年通り堺北ＲＣは正

面部分の受け持ちでした。朝のかかりは少し寒かったのですが時間が経つにつれて暖か

くなり、気持ちよく清掃活動を行うことができました。約１時間３０分あまりでしたが、

爽やかな汗をかきながらの清掃活動でした。参加いただいた皆様、有り難うございまし

た。 

参加会員 

池田・池永・奥野・北側・木畑・國井・坂田・塩見・城岡・田口・中田・平野・藤永・堀

畑・山中・米澤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「11月度ダメ・ゼッタイ募金報告」 

社会奉仕委員長  塩見 守 

 

今年度 4回目の「ダメ・ゼッタイ募金」を 11月10日例会で行いました。先月 10月度の

ダメ・ゼッタイ募金を行えませんでしたので、勝手を言いまして 11月度で2回させてい

ただきます。今週は和歌山串本町「ひもののおざき」にてあご塩と鯛塩を用意いたしま

した。募金金額は５，５００円でした。 

皆様のご協力に感謝致します。来週も同じ「ひもののおざき」にてまぐろの煮つけ（真

空パック）を用意していますので、ご協力よろしくお願いします。 

 

囲碁大会委員会 

「第７回子ども囲碁フェスタ・堺」 

第３回準備委員会・第１回実行委員会報告 

大会実行委員長 宇瀬治夫 

 

日 時：平成29年11月10日（金） 

場 所：すし亭「幹」 
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時 間：18：00～20：30 

議 題：大会当日流れと準備確認 

参加者：辰会長・宇瀬委員長・山田名誉会員・北側会員・小西会員・坂田会員・城岡会

員・中川会員・中田会員・藤永会員・綿谷会員・塩見会員・本村事務局（合計13名） 

 

「第７回子ども囲碁フェスタ・堺」大会進行予定 

10：00  備品等の会場搬入 

     エレベーターホール・第1会議室・第4会議室へ搬入 

10：30  会員全員集合・会場設営開始 

     エレベーターホールに受付設営 

     第1会議室を開会式場に設営・囲碁入門教室の準備 

     受付時参加記念品の袋詰めと配布準備・飲み物配布準備 

     第3会議室を名人戦Ａクラス会場に設営 

     研修室2を名人戦Ｂ・Ｃ会場に設営 

     第4会議室を会員・関係者控室に設営 

     第2会議室を同伴者控室・囲碁フリールーム・来賓控室に設営 

     1Ｆ正面入り口・各部屋表示印刷・掲示（坂田会員） 

     開会式場大会看板・式次第（坂上さん） 

     会員全員囲碁ジャンパー着用 

12：00  棋士等到着 

     各会場設営の確認 

     棋士全員黄色の腕章を着用 

     会場設営完了後、適時棋士・会員全員 

食事（第4会議室） 

12：00  受付開始 

     受付担当4名（中田会員・坂田会員・本村さん・坂上さん） 

     ＊入門教室・名人戦参加者を分けて受付・クラス分けの確認 

     ＊参加名簿とネームプレートの照合・抽選用番号確認 

     ＊受付体制は囲碁大会開始後も残す 

     配布担当4名（ 会員分担 ） 

     2Ｆ会場案内4名（ 会員分担 ） 

     1Ｆ会場案内4名（ 会員分担 ） 

     医療班は受付会場 (  笹山会員奥様  ) 

12：45  教育長・教育委員部長到着 

     教育長車駐車場準備（ 塩見会員 ） 

     お出迎え・来賓控室に案内（ 堀畑会員・北側会員・宇瀬会員・城岡会員 ） 

     教育長に赤リボン着用 

13：00  開会式（ 第1会議室 ） 

     司会進行（ 植木さと子先生 ） 

     主催者挨拶  辰会長 

     来賓挨拶   石井教育長 

     棋士挨拶   山田名誉会員 

     大会進行・写真撮影・ホームページ掲載 

等の説明（北側会員） 

     開会式は会員全員参加（本村さん・坂上さんは受付に待機） 

     司会マイクと登壇者マイクの2本を準備（塩見会員） 

13：20  開会式終了 

     名人戦参加者の各部屋へ誘導（会員分担） 

     開会式会場を入門教室へ会場設営（会員分担） 
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     （入門教室参加者・保護者は一度退室してもらい、設営終了後に入場） 

13：30  囲碁大会開始 

     囲碁入門教室（第1会議室） 

     入門講座（子どもの踏み台準備・塩見会員） 

     囲碁名人戦Ａクラス 

     囲碁名人戦Ｂ・Ｃクラス 

     囲碁フリールーム（第2会議室） 

15：40  囲碁大会終了 

     名人戦の表彰者集計 

（池田会員・藤永会員） 

     表彰状準備（坂上さん） 

     第1会議室を表彰式場に設営（会員全員） 

     アンケート用紙・ボールペンの配布（会員全員） 

     抽選箱1個準備（本村さん） 

16：00  表彰式（第1会議室） 

     司会進行（植木さと子先生） 

     表彰・抽選（山田名誉会員・宇瀬会員） 

     主催者御礼（堀畑会員） 

16：30  囲碁大会終了 

     アンケート用紙・名札の回収（会員全員） 

     設営撤去・搬出（会員全員） 

     囲碁ジャンパー回収 

 

大会当日の撮影（池田会員・米澤会員）大会記事の作成（池田会員） 

その他準備一覧 

 ＊大会当日保険（宇瀬会員） 

 ＊入門教室碁石入れ用クリアーコップ（事務局） 

 ＊1Ｆ正面入り口の立て看板（北側会員より借入済・塩見会員） 

 ＊ジュース（山田名誉会員） 

 ＊お茶（中田会員） 

 ＊参加賞（事務局） 

 ＊アンケート用紙・ボールペン（事務局） 

 ＊参加者ネームプレート（坂田会員・事務局 ） 

 ＊大会プログラム（藤永会員） 

 ＊救急箱（中田会員） 

 ＊弁当 （小西会員） 

 ＊ゴミ袋・梱包用粘着テープ（事務局） 

 ＊抽選会用景品（山田名誉会員） 

 ＊大会終了後棋士先生方との反省会（中川会員） 

 

★参加者 入門 ３８人  名人戦 ３５人 

 

★子ども囲碁フェスタ・堺 １１月１９日（日） 

会員の皆様は、サンスクエア堺の会場に１０時３０分集合です。 

ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 
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その他 

「ＢＢＱ会のご案内」 

世話人 塩見 守  

 

この度”ＢＢＱ会”を堺北ＲＣ会員有志で開催することとなりました。 

例年であれば、清心寮の子ども達とのＢＢＱ大会を開催しているのですが、今年は残念

ながら子ども達の他行事と重なってしまい、日程があいませんでしたので、有志にてＢ

ＢＱ会を開催したいと思っております。 

会員・ご家族・ご友人お誘い合わせいただき、奮ってご参加くださいませ。 

記 

日 時：平成２９年１１月２３日（祝日・木） 

１０時３０分～ 

場 所：大泉緑地 ＢＢＱ広場にて 

参加費：３，０００円          

以上 

 

「堺９RC 新春合同例会・新春互礼会のご案内」 

幹事 池永隆昭 

早速ですが、首題の件 下記の通りご案内を申し上げます。 

ご多忙とは存じますが、何卒ご来臨くださいますようお願い申し上げます。 

記 

日  時：平成30年 1月 11日(木) 

     受    付  １０時１５分～ 

新春合同例会  １０時４５分～ 

新春互礼会   １１時３０分～  

場  所：ホテルアゴーラリージェンシー堺４階 「ロイヤルホール」 

 

 

 

 

山中喜八郎会員 本日２時間にわたる私の話にお付き合い有難うございます。 

辰 正博会員 地区大会にご参加の会員様御苦労様でした。 

中田 学会員 結婚記念の御祝い有難うございます。結婚４２年です。 

木畑 清会員 女房の誕生祝い有難うございます。 

米澤邦明会員 地区大会寂しかったです。 

藤永 誉会員 もう練習してますので、これが最後の罰金です。 

奥野圭作会員 結婚記念お祝い大変有難うございます。 

綿谷伸一会員 山中会員、先日は貴重な食材分けて頂き有難うございます。 

                          合計  １８，０００円 

 

 

 

（１）今週の配布物 ・週報 ・卓話資料 

（２）幹事報告 

   ・１１月２４日（金）の例会は、１１月１９日（日）第７回子ども囲碁フェスタ・ 

堺に例会変更いたします。 

   

幹事報告 

Ｓ Ａ Ａ 
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第５回定例理事会 

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 （会計監

事 池田） 

（１２名中８名出席により成立） 

日 時  ２０１７年１1月10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．堺９RC連絡会 －承認 

２．2018-19年度理事役員の件 －承認 

３．その他 なし 

 

１０月度堺９ＲＣ連絡会 議事録 

日時：１０月１２日（木）１６時～ 

場所：ホテルアゴーラリージェンシー堺 

審議事項 

１．ロータリー財団の地区補助金活用の件 

  地区Ｒ財団委員会委員長の中野様から、活用方法等について説明がありました。 

２．劇団わらび座からの観劇のお願いの件 

  １２月１０日に開催されますミュージカル「ＫＩＮＪＩＲＯ」の案内がありました。 

（堺泉ヶ丘ＲＣ） 

３．新春合同例会に岡本ガバナー御出席の件 

  同ガバナーをご招待することで承認されました。（堺東南ＲＣ） 

 

<提案・継続審議事項> 

１．世界遺産ＰＲデザインコンクール事業について（堺おおいずみＲＣ） 

次回連絡会にて担当者より説明を聞いたうえで、審議いたします。 

２．上松瀬ガバナー補佐より、インターシティ・ミーティングを再開してみては？ 

との提案がありました。 

次回連絡会 

開催日時 １１月１５日（水）１７時～ 

場  所 アンジェリカ ノートルダム 

ホ ス ト 堺中ＲＣ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

そ の 他 

例会風景 

１１月会員・奥様誕生祝い  

及び 

結婚記念祝い 

皆様おめでとうございます！ 


