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2015年 1月 8日(木)第 1644 回 

「例会変更 及び 新春合同例会」 

受付 10時 20分 ～ 開会 11時 00分～ 

場所：ホテル アゴーラリージェンシー堺 

 

 

 

 

  

 

2014年 12月 21 日(日)第 1643回 

「例会変更 及び 忘年例会」 

受付 17時～ 開会 17 時 30 分～ 

場所：シェラトン都ホテル大阪 

３F明日香の間 

 

 

 

 

 

 

2014年 12月 12 日(金)第 1642回 

卓 話 「 上半期を顧みて 」 

卓話者 会長 山ノ内 修一 

今週の歌「我等の生業」「北帰行」 

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 

○皆出席表彰（12月度）該当者なし 

 

 

 

 

会長の時間 
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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)  辻 秀和（ツジ ヒデカズ） 

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

         E-mail ： tsuji2014-d2640@ivy.ocn.ne.jp 

会長：山ノ内修一  幹事：塩見 守 広報委員長：坂田兼則  編集者：坂田兼則 

 

2015年 1月 16日 第 1642号・第 1643号・第 1644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 

本日の例会 

 

時間 

 

2015年 1月 16日(金)第 1645回 

卓 話 「 我々らの世代 」 

卓話者   木畑 清 会員 

今週の歌「君が代」「奉仕の理想」 

    「バースデイソング」 

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 

○会員・奥様誕生祝い（１月度） 

 畑中一辰会員( 1日) 木畑 清会員( 2日) 

 塩見 守会員(11日) 綿谷伸一会員(17日) 

 奥野圭作会員(17日) 

  宇瀬さゆみ様(13日) 中田のり江様(17日) 

○結婚記念祝い(１月度) 

 國井 豊会員(15日) 池永隆昭会員(22日)

小西幹夫会員(23日) 

 2015年 1月 23 日(木)第 1646回 

卓 話 「 香道 」 

卓話者  奥野 圭作 会員 

 

次回の例会 

 

時間 

 

 
 

2014－15 年度 国際ロータリーのテーマ 
「ロータリーに輝きを」 

Light Up Rotary 
国際ロータリー会長 ゲイリーC.K.ホァン（台湾・台北 RC） 

＜１月８日(金)の出席報告＞ 
会 員 数           33名 
出席会員           14名 
欠席会員            18名 
ビジター            0名 
ゲスト           0名      
11月 21日(金)の出席率   81.82％ 

＜１２月１２日(金)の出席報告＞ 
会 員 数           33名 
出席会員           21名 
欠席会員            12名 
ビジター            0名 
ゲスト           0名 
11月 7日(金)の出席率   78.79％ 

＜１２月２１日(日)の出席報告＞ 
会 員 数           33名 
出席会員           27名 
欠席会員             6名 
ビジター            0名 
家族            28名      
11月 14日(金)の出席率   81.82％ 

http://www.sakai-kita.jp/
http://www.rid2640g.org/tsuji/
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会長の時間（12.12）                           

 

      「上半期を顧みて」 

会長 山ノ内修一 

 

 早いもので、今年度が始まってもうすぐ半年になります。ここでの例会も今年は今

日が最後になります。 

 非常に緊張して新年度を迎えたことがついこの前のように思い出します。クラブ運

営の方針としては「仲良く、楽しく」ということで取り組んできました。 

私個人としては「できるだけしょうもないことはしないようにしよう。」「できるだけ

しょうもないことは言わないようにしよう。」ということに注意しながらやって参りま

した。 

皆様のご協力もあって何とか大過なくやって来れたと思っています。深く感謝申し上      

げるしだいです。 

今日は「上半期を顧みて」ということで話をさせていただきます。 

（７月） 

７月１１日付で 平野祥之会員が入会されました。会員数が３３名になりました。 

７月１９日（土） 

「スナ－ダイ・クマエ孤児院絵画展」訪問（国際奉仕委員会 嶽盛委員長） 

甲南大学で開催された絵画展に６名で参加。孤児院の代表メアス博子さんから孤児院

の説明や絵画の説明を受けました。また孤児の作品の絵や物品を何点か買わせてもらい

ました。 

７月２６日  

アベノハルカスでビア・パーティー開催（親睦活動委員会 徳田委員長）  

参加者５６名（会員・家族・友人合わせて） 新年度が始まってすぐ、綿谷会員が「ビ

ア・パーティーをアベノハルカスで開催しようと思うが・・・」と声を掛けてくれまし

た。「それはいい案だと思うけど、今からじゃ取れないでしょう」と言うと「実はもう

早くから押さえてあんねん」とのこと。綿谷会員ならではの気配り。これは実に嬉しか

ったですね。この企画のおかげで予想以上の参加者を得ました。スペースを増やす面で

は中川会員の協力も得て、大いに盛り上がったパーティーでした。徳田委員長ありがと

うございました。 

（８月） 

８月２４日（日） 

落語愛好会発足（藤永代表世話人） 

 城岡会員の発案で落語愛好会が発足しました。第１回落語会として、「奥野晴明堂ホ 

ール」での「おたび寄席」に参加しました。藤永会員には何かとお手数をお掛けします 

が、よろしくお願いします。  

おたび寄席は毎月第４日曜日に開催されます。寄席そのものもおもしろいですが、終わ

ってからの「打上げ」はそれ以上におもしろいです。まだの人は一度参加してみて下さ

い。 

８月２６日（火） 

清心寮夏季研修会 （社会奉仕委員会 中田委員長）於：祥雲寺 清心寮生徒７名 

千田先生、安保さん（女子大生）も来てくれました。クラブから６名参加。那須会員に

は多大なご協力を得ました。感謝します。 

（９月） 

９月１９日（金）  

 秋の全国交通安全運動 （社会奉仕委員会 中田委員長）参加者１３名。 

 早朝からのチラシ配り。交通事故が少しでも減りますように・・。 

９月２０日（土）  

 北輪会 （ゴルフ同好会 代表世話人 藤永 誉）於：天野山カントリークラブ 
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 参加者２７名 大勢の方に参加いただきました。 優勝は澤井会員でした。 

９月２７日（土）   

グルメの会（親睦活動委員会・グルメの会共催）（徳田親睦委員長、小西代表世話人） 

 例会を変更して、高級料亭として知られる心斎橋、大和屋で食事会。 

 会員家族で３４名の参加者。おいしい料理で盛り上がりました。 

（１０月） 

１０月１４日（火）  

インフォーマルミーティング（中川会員） 

ルート２６で奥野会員と平野会員の歓迎会。山崎会員の協力を得ました。ありがとう

ございました。参加者２０名。 

１０月２５日（土）  

地区大会（スターゲイトホテル関西エアポート） 

１０月２６日（日）  

 〃  （河内長野市文化会館） 

 ２５日には選挙人会議が開催されました。まだまだ紆余曲折があるにせよこれで地区 

の正常化への道筋が見えてきたと思います。 

１０月３１日     

ガバナー公式訪問 

 辻ガバナー、尾羽ガバナー補佐、宮脇地区幹事の３名が来訪。 

（１１月） 

１１月２日（日）  

 仁徳天皇陵清掃活動 （社会奉仕委員会 中田委員長）会員１６名、家族・ファミリ

ー会員７名、ガールスカウト７名、計２９名の参加。一掃き、一掃きが世界遺産への

一歩になればと思います。 

１１月８日（土）  

 ふれあいバーベキュー大会 

（社会奉仕委員会 中田委員長） 

 於：おおいずみ公園。清心寮の子どもたち１３名。会員９名、家族３名、事務局石川 

さんも参加してくれました。 

もう恒例になりましたね。子どもたちの喜ぶ顔が私たちの喜びです。           

１１月２３日（日）  

第４回囲碁フェスタ （宇瀬実行委員会委員長） 於：サンスクウェア堺 

 子ども７３名、父兄合わせて１３０名の参加。 非常にスムースな運営が行なえたと

思います。今回は、若手起用（塩見・藤永会員等）に重点が置かれました。坂田会員か

ら詳細なノウハウを引き継げたのではと思います。広報の面では池田会員にお手数をお

掛けしました。  

年内の予定は、あと忘年家族例会を残すのみとなりました。その概要は次のとおり。 

１２月２１日（日） 

 忘年家族例会 （親睦活動委員会 徳田委員長） 於：シェラトン都ホテル大阪 

 １１月１８日の試食会、１２月５日の親睦活動委員会の最終打ち合わせに同席させて 

いただきました。準備万端、大いに楽しみにしています。 

  

この半年、全会員から多大なご協力を得ました。深く感謝申し上げます。ありがとう

ございました。 

相談役会の皆様には地区正常化に向けての取組みに対し、貴重なご意見・アドバイス

をいただきました。おかげで将来への道筋もようやく見えてきました。深く感謝申し上

げます。 

早い時間から来て例会場の設営、準備やってくれました親睦活動委員会の皆様にも深

く感謝申し上げます。特に若手の皆様の熱意と活躍には敬意を表します。 

笹山会員の「今週の歌」もありがとうございます。選曲、歌詞の連絡、等、大変な作

業です。私も昨年やりましたのでわかります。深く感謝します。 
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委 員 会 報 告 

会長の時間（12.21） 

 下半期も可能な限り「仲良く、楽しく」過ごせたらと思います。皆様の変わらぬご理

解・ご協力を賜りますよう切にお願い申し上げます。 

 最後にこの半年私を支えてくれました、塩見幹事、木畑ＳＡＡにも心から感謝申し上

げます。本当に一生懸命がんばってくれました。異例ではありますが、お二人からもひ

と言ずつ発言していただこうと思います。 

 時間の関係で紹介できなかった活動もありますがご容赦下さい。 

（お詫び） 

卓話の中で社会奉仕委員会の「仁徳天皇陵清掃活動」と「ふれあいバーベキュー大会」

について報告するのを失念しました。中田委員長には深くお詫び申し上げます。 

 

 

 

 

「今年もあと１０日あまり・・・」 

会長 山ノ内修一 

 

皆様、こんばんは！ 

早いもので今年もあと１０日あまりとなりました。それにしましてもこの一年、非常

に早かったように思います。あっという間に過ぎた感じがします。 

いろんな出来事がありました。テニスの錦織圭、野球の田中将大、ゴルフの松山英樹、

各選手の目覚しい活躍・・・。９月、御嶽山の噴火で多数の犠牲者が出たこと・・・。 

中国や韓国との政治的摩擦・・・。時間の関係で一つ一つの出来事を取り上げませんが、

とにかくいろんなことのあった一年でした。 

私たちにとって嬉しいニュースもありました。 

先日の衆議院選挙で北側会員が当選されたことです。北側先生、おめでとうございま

す！この夏の集団的自衛権をめぐる北側先生のご活躍は記憶に新しいところです。今後

のさらなるご活躍をお祈り申し上げます。 

本日は多数の会員、ご家族、友人の方々にご参加いただいております。この一年良い一

年であったと思われる方には、どうぞ来年も良い一年でありますように・・。この一年

がもうひとつだったと思われる方は、今日の忘年会でイヤなことはすべて忘れて、来年

こそ良い一年でありますようらお祈り申し上げます。 

今日のこの忘年家族会の開催にあたっては、徳田委員長をはじめ親睦活動委員会の皆様

に多大なお骨折りをいただきました。心からの感謝を申し上げて、はなはだ簡単楚辞で

はございますが、挨拶とさせていただきます。 

  

   

 

広報委員会 

「お正月に会員が開口神社参拝」 

広報委員 池田茂雄 

 

2015年1月3日(土)午前、当クラブ会員三上尚嘉宮司主宰の「開口神社」に会員19名

がお詣りし、今年一年間の会員並びにご家族皆様の無事をお祈りいたしました。併せて、

今年度のＲＩ会長 ゲイリーＣ.Ｋ.ホァン氏（台湾･台北ＲＣ）が掲げる「ロータリーに輝

きを」の精神のもと、ロータリーの目指す平和な世界でありますようお祈りいたしま 

した。 
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Ｓ Ａ Ａ 報 告（12.12） 

 

 

 

 

 

 

親睦活動委員会 

｢忘年例会(例会変更)のご報告｣ 

親睦活動委員長 徳田 稔 

  

12月21日（日）忘年家族例会を上本町のシェラトン都ホテルにて開催いたしました。 

当日は、師走のお忙しい時期にもかかわりませず、会員 27名、ご家族 28名、事務局2

名、総勢57名の皆様にご参加いただきました。ありがとうございました。 

 当日は、ガールスカウト大阪府第 15団員の皆さんによる可愛い演劇や、サックス奏者

の河村英樹氏率いるジャズバンド「カルテッド」の皆さんによる素晴らしい演奏で、盛

り上げていただきました。 

 山ノ内会長には、ピアノ演奏もご披露いただき、会場内はうっとり。またトナカイに

も変身され、プレゼントを配り、子ども達を喜ばせてくださいました。 

 皆様にご協力いただき、無事盛会に終わる事ができました。心より感謝申し上げます。 

 下半期も会員の皆様、ご家族の皆様に楽しんでいただけるよう、企画してまいりたい

と思いますので、今後ともご協力いただけますよう、宜しくお願いいたします。 

  

社会奉仕委員会 

｢ガールスカウト 15団 新年会に参加｣ 

社会奉仕委員長 中田 学 

 

1月 11日（日）午後2時から、熊野会館で大阪府 15団ガールスカウト恒例の新年会餅

つき大会が実施されました。堺北ロータリークラブより山ノ内会長、塩見幹事、宇瀬会員、

中田の 4名が参加しました。 

新年挨拶の後は餅つき、ガールの子ども達が元気よく杵を振り落していました。 

一臼と二臼の間は、ガールと会員が三つの班に別れてクイズゲームを楽しみ、二臼の後は、

ガールの子ども達も餅を丸めて大小いろいろなお餅ができあがりました。 

皆でお雑煮と、きな粉、あんこ餅等本当に美味しくいただきました。 

最後に三班に別れて福笑いのゲームで楽しいひと時を過ごしました。 

参加の会員の皆様お疲れ様でした。 
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幹 事 報 告 

Ｓ Ａ Ａ 報 告（12.21） 

那須宗弘会員 連続して欠席、ご迷惑掛けました。 

北側一雄会員 お世話になっております。ありがとうございます。 

徳田 稔会員 特に何も有りません。体調もよし！ 

山ノ内修一会員 北側さんのご健闘を祈ります。 

濵口正義会員 例会への出席が不規則で申し訳ありません。 

嶽盛和三会員 前回（先週）例会欠席致しました。東京出張でした。 

       合同委員会、遅刻申し訳ありません。宇瀬さん、国際奉仕色々お世話あ

りがとうございます。 

中田 学会員 北側会員後1日ガンバッテ下さい。 

 計 ４４，０００円 

 

 

 

 

松岡 史子様 今年も1年お世話に成りました。有難うございます。 

白木 隆子様 今年もお世話になりありがとうございました。皆様の新しい年もお幸せ

であります様、お祈りしております。 

新井茂文会員 河村秀樹さんのサックス演奏を楽しみます。私も学生時代クラリネット

吹奏してました。今は吹くものが無いので、ホラ吹いてます。 

國井 豊会員 今年1年間、色々ありがとうございました。 

那須宗弘会員 上半期ご苦労様でした。下半期も仲良く、楽しく頑張って下さい。 

北側一雄会員 大変お世話になり、誠に有難うございました。 

       山ノ内会長はじめ、役員の皆様、ご苦労様です。 

       皆様、素晴らしいお正月を迎えられますよう！！ 

山ノ内修一会員 今年一年お世話になりました。来年もどうぞよろしくお願いします。

皆様良いお年を！ 

城岡陽志会員 今年も皆様にとって良い年で良かったですね。来年は、私だけ良い年で

あります様に！ 

徳田 稔会員 本日は大勢の出席有難うございます。委員長として皆様にお礼申し上げ

ます。 

木畑 清会員 親睦委員会の皆様いつもお世話になります。ありがとうございます。 

嶽盛和三会員 一年間お世話になりました。来年の皆様方の健康を祝して。 

中田 学会員 メリークリスマス！来年も宜しく。 

小西幹夫会員 来年もよろしく。 

奥野圭作会員 今年は大変お世話になりました。来年もよろしくお願いします。 

塩見 守会員 久し振りに家族で参加させて頂きました。本日は皆様よろしくお願いし

ます。 

藤永 誉会員 下の子どもが急に熱を出し、妻子が欠席になり、申し訳ございません。 

畑中一辰会員 今年最終のクリスマス例会、楽しみます。 

平野祥之会員 親睦委員の皆様、今宵はステキな忘年例会の企画、ご準備、どうもあり

がとうございます。楽しみです♪ 

 計 ７５，０００円 

 

 

 

 

（１）本日の配布物 ・週報 

（２）幹事報告  

   来週の例会ですが、21日（日）17：30～ 

シェラトン都ホテル大阪にて忘年例会に変更ですので、お間違いない様によろしくお願

いします。来年の年明けですが、1月 3 日（土）特別例会を開口神社で行います。集合
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時間は、10：20とさせて頂きます。 

1月 9日（金）の例会ですが、2015年新春合同例会に変更ですので、1月 8日（木）ホ

テルアゴーラリージェンシー堺にて 10：20登録受付開始の 11：00から開会予定でござ

います。通常例会は 1月16日（金）から始まりますので、皆様よろしくお願いします。 

 

（３）「幹事としての上半期を振り返って」 

会長からご指名を頂きましたので、幹事としての上半期を少し振り返ってみたいと思い

ます。早いもので本年度も約半年が過ぎようとしております。初めは何をどの様に進め

ていけばいいのか分からない状態でスタートしましたが、皆様からのご指導とご協力の

お陰でこの半年間を無事に進めて来る事が出来ました。本当にありがとうございます。

一つのクラブ行事を行う為には事前に計画を立てて、案内を出して、皆様に参加して頂

き、そして報告を出すという流れを改めて感じました。昨年までは先輩方にすべて段取

りして頂いた行事に参加させてもらっていましたが、今年は幹事という役を務めさせて

頂けたお陰で感じる事が出来た貴重な経験だと思います。これからの残り半年間もしっ

かり勉強させて頂きます。皆様どうか下半期もよろしくお願いします。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山ノ内会長の時間 たくさんご参加いただき盛会となりました。 


