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前回例会の報告 

2013年 7月 5日(金)第 1573回 

卓 話 「 会長就任の挨拶 」 

卓話者  会長 城岡 陽志 

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 米山奨学生 レン・リン様 

出席報告・会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

○ 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)  

○ 結婚記念日祝い 

該当者なし 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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  〒590-0024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) 久保治雄（クボハルオ） 

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

         E-mail ： info@rid2640yoneda-g.org 

会長：城岡陽志  幹事：中川 澄  広報委員長：塩谷圭一 編集者 :塩谷圭一 

2013年 7月 12日 第 1573号 

本日の例会 

 

時間 

 

2013年 7月 12日(金)第 1574回 

｢第１回クラブアッセンブリー｣ 

今年度各委員会委員長 

今週の歌 ｢奉仕の理想｣  

｢若者たち｣「歓迎の歌」 

お客様の紹介 

入会式 濵口 正義氏 

    畑中 一辰氏 

    池永 隆昭氏 

出席報告・会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

○ 皆出席表彰（７月度） 

山ノ内修一会員(第７回) 

山中喜八郎会員(第３回) 

2010年 7月 19日(金)第 1575回 

卓 話 ｢ 自転車力 ｣ 

卓話者 笹山悦夫会員 

次回の例会 

 

時間 

 

＜7月5日(金)の出席報告＞ 

会 員 数          28名 

出席会員          23名 

欠席会員            5名 

ゲスト             1名 

ビジター             0名 

5月24日(金)の出席率  86.20％ 

http://www.sakai-kita.jp/
http://www.rid2640g.org/
mailto:info@rid2640yoneda-g.org
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会長の時間 
 

 

 

「就任の挨拶 ～所信表明～」 

会長 城岡陽志 

 

テーマ）奉仕で感動を！増強で活力を！ 

経済環境の激変と共にロータリークラブのメンバーも激減していく中、変革を求められて

います。当クラブも今期から従来の２０委員会から業務の統廃合を行い 10委員会にスリム

化しました。 

今期、会長をするに当り二つの方針で運営します。 

 

（一）『奉仕で感動を！』 

ロータリーのすばらしさを実感し、感動するのは奉仕活動であります。（四大奉仕部門の）

各理事さんを中心に各委員会がまとまり「ファイヤー・サイド・ミーティング」を活発に

行い、その中で信頼と友情を深め合う昔の堺北クラブの伝統を取り戻し、楽しいクラブ運

営をやっていきます。 

そしてロータリーの奉仕活動を通じて、生きがい・やりがいを感じ感動を味わう展開をし

ていきます。 

 

（二）『増強で活力を！』 

クラブ活性化の為には増強は必須条件であります。「座して死ぬより討って出る」という言

葉があります。今こそ、ピンチはチャンスととらえ増強のチャンスです。 

増強委員会を中心にして、「一人紹介運動」を展開して 40 人という大きな目標にチャレン

ジします。 

堺 13RC で堺北 RC はそれなりの認知はされていますが、本当の実力はこんなものではない

と考えています。誇りの持てるクラブ、又新人が入りたくなるクラブを是非作らねばなり

ません。 

達成できれば、あとはマイナスの回転からプラスの回転へ流れが逆行して、素晴らしい未

来が待っています。全員で「夢」達成へ向けて前進しましょう。 

そして輝かしい 35周年を迎えましょう。 

皆さんのパワーと団結で堺で奇跡を起こしましょう。 

 

例会で御覧頂きましたビデオテープは RI の HP からご覧いただけます。会員増強や勉強会

の時にご活用下さい。 

http://www.rotary.org/ja/AboutUs/Pages/ridefault.aspx 

なお一層明るく楽しいクラブを作って行きたいと思います。皆様１年間どうぞ宜しくお願

い致します。 
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ＳＡＡ報告 

委員会報告 

 

 

 

 

社会奉仕委員会 

社会奉仕委員長 坂田兼則 

阪堺線「低床式車両 堺トラム（茶ちゃ）」 

試乗会参加 

 

日  時：平成２５年７月６日（土） 午後1：４８～２：５５ 

乗車区間： 我孫子道～浜寺駅前間（往復） 

 

昨年度の社会奉仕委員会活動の一環にて支援しました、「堺市公共交通活性化促進基金」

による、阪堺線の「低床式車両 堺トラム（茶ちゃ）」の試乗会が実施され、等クラブより

徳田会員、辰会員、綿谷会員、米澤会員、坂田が試乗・参加いたしました。 

同車両は現在１両のみであり、本年８月に一般運転（我孫子道～浜寺駅前間 １日約５回

運転）する予定との事であります。試乗中の車中では、今回の試乗会をお世話している堺

市建築都市局交通政策課の職員の方や阪堺電車職員の説明を受け、「堺トラム」は従前の車

両より約 3.00m ほど長く、３段繋ぎの車両で始動もスム－ズで加速性があり、低車両で新

車両による独特の新しい匂いも心地よく片道約３０分の試乗を楽しく過ごしました。以上、

事業報告いたします。             

 

 

 

池田茂雄会員 城岡会長・中川幹事、新年度の門出を祝して。 

新井茂文会員 城岡会長の初例会おめでとう。 

國井 豊会員 前年度は出席に御協力有難うございました。今年度の塩見出席委員長、 

頑張って下さい。又本日満５０歳の誕生日を迎えました。 

那須宗弘会員 城岡会長１年間御苦労様ですが頑張って下さい。 

山中喜八郎会員 城岡・中川さんの新年度船出を祝して。 

山ノ内修一会員 城岡会長・中川幹事・藤永 SAAの船出を祝して。 

城岡陽志会員 今年１年お願いします。カツゼツの悪いのは１年辛抱を。１年後には治し

てみせます!!! 

徳田 稔会員 今年度城岡会長以下役員の方頑張って下さい。 

綿谷伸一会員 城岡丸の出航を祝して！出航中クジラに接触しないようにね!!! 

辰 正博会員 会長幹事１年間頑張って下さい。 

中田 学会員 城岡丸の出航を祝して。 

坂田兼則会員 本日、城岡丸の船出おめでとうございます。幹事さん、気苦労が多いかも?! 

塩谷圭一会員 本年度も宜しくお願いします。 

澤井久和会員 城岡会長、中川幹事、那須親睦委員長。今年一年宜しくお願い致します。 

米澤邦明会員 城岡会長、あまり滑舌の事を気にせずにお話下さい。滑舌の悪い仲間とし
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て応援しています。 

中川 澄会員 皆様、これから１年間よろしくお願いします。 

塩見 守会員 城岡会長・中川幹事・藤永 SAA今日から１年間宜しくお願いします。 

合 計 ６２,０００円 

 

 

 

 

（１）配布物 

   ・週報 

   ・年間会員証 

   ・週報用ファイル 

（２）連絡事項 

・来週の例会は第１回クラブアッセンブリーです。 

委員長の皆様は報告書を１２日例会終了後までに事務局にお渡し下さいますよう 

お願い申し上げます。 

 

 

 

 

第１回 定例理事会 

 

2013-2014年度理事会構成メンバー 

城岡、山ノ内、綿谷、中川、藤永、國井、中田、山中、坂田、宇瀬、徳田、辰、塩見 

（計１４名中１３名出席により理事会成立） 

 

日 時  ２０１３年７月５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 －承認 

２．６月度 １３ＲＣ連絡会報告 －承認 

３．地区予算の件－城岡会長より状況報告 

４．７月１日 現在の会員数 

  会員数  ２７名 

  準会員   １名 （村上強志会員） 

名誉会員  ２名 （北田会員・田中会員）            

５．理事会・委員会 構成確認の件 －４名の新入会員の入会手続が完了した後、改めて確

認 

６．２０１２～２０１３年度決算の件 －承認 

７．２０１３～２０１４年度予算の件 －承認 

８．会計監査承認の件  池田会員に依頼 －承認 

幹事報告 

そ の 他 
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９．取引銀行の件 －承認、 

但し、りそな銀行堺東支店は使いにくく現在ほとんど入出金がないため、これを 

解約し他銀行に口座を新規開設するかは会計に一任 

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） 

１０．例会日確認の件      －承認 

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（本年度は、8/16,12/27,3/28,6/27）とする 

１１．出席適用免除の件  －本年度適用者なし 

    定款第９条第３節（ａ）     

１２．その他確認事項 －承認 

（１）誕生日お祝い品  親睦委員会提案 

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 

（３）皆出席記念品 １００％バッチ  

（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 

（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  

１３．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) 91,000円 

前回  (60部)  87,600円（税込） 

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２６日（金）を７月２７日（土）ビアパーテイーに変更           

（３）事務局 夏期休暇の件 －承認 

 8/12, 8/13, 8/15, 8/16 

（４）事務局職員 夏季賞与の件 －承認                         

（５）メイクアップの件     －承認 

       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） 

       なお、複数の委員会の開催が重ならないよう、委員会を招集する者は、 

開催１週間以上前に招集を行い、招集の際、事務局にも委員会開催を連絡

すること。 

（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） － 前年度同様協賛承認 

・ 堺市民オリンピック 
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（前年度協賛金１万円） － 前年度同様協賛承認 

・ 複合機再リース－8/6にリース契約が終了するものにつき、 

１年間の再リース契約締結  －承認 

・ 例会時着用の缶バッジの老朽化が目立つので、全員分新規注文 

 

６月度堺１３ＲＣ連絡会議事録 

 

開催日 ： 2013年6月8日(土)  17：00～ 

場  所： ホテルアゴーラリージェンシー堺 

 

1. 今年度・次年度 ガバナー補佐、会長、幹事 紹介 

今年度・次年度ガバナー補佐のご紹介、各クラブご出席者はホストクラブ幹事より 

紹介しました。  

2. 堺西RC 松岡会長より RC脱会の挨拶がありました。 

3. 堺北西南西ＲＣ 田口会長よりの ＲＣ脱会の挨拶文の紹介がありました。 

4. 堺13RC連絡会申し送り事項、申し合わせ事項について最終確認（堺おおいずみＲＣ） 

・堺13RCが 次年度より２クラブ脱会の為 １１RCクラブ連絡会となりました。 

・今年度中変更、追加の項目を確認 

・堺北ＲＣ  入会金 10万円へ変更の報告 

・堺おおいずみＲＣ 2013-2014年度より入会金 5万円へ変更の報告 

 〈報   告〉 

1．2012-2013年度ＩＭの残金の精算について        （堺おおいずみＲＣ） 

・ＩＭ 一度 中止の為 、繰越金を６月に各クラブへ返金しました。（返金額連絡済） 

各クラブへ振込手数料4,830円を控除した残金 31,826円を新春合同例会会計に繰り 

入れる為、堺中ＲＣにお預けしました。 

2．次回 2012-2013年 7月度連絡会のご案内 

開催日時： 2013年7月25日（木） 14：30～ 

場 所 ：  ホテル・アゴーラ リージェンシーホテル堺  ３Ｆ蘭の間 

ホスト  ：  堺ＲＣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の歌 「若者たち」 

君のゆく道は 

果てしなく遠い 

だのに なぜ 

歯をくいしばり 

君は行くのか 

そんなにしてまで 

 

「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 


